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当社株券等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 20日開催の取締役会において、株式会社小野寺事務所（以下「公開買付

者」といいます。）による当社の発行済株式（但し、自己株式を除きます。）及び新株予約権に対する公

開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について賛同の意見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。 

 

記 

 

１．公開買付者の概要 （平成 20年 10月 20日現在） 

（１） 商 号 株式会社小野寺事務所 

（２） 主 な 事 業 内 容 株式会社ＬＥＯＣ株式の取得、保有 

（３） 設 立 年 月 日 平成 20年９月 24日 

（４） 本 店 所 在 地 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20番３号 

（５） 代表者の役職・氏名 代表取締役 小野寺 裕司 

（６） 資 本 金 の 額 500千円 

（７） 大株主及び持株比率 小野寺 裕司 100.00％ 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 
当社の代表取締役社長である小野寺裕司が、公開買

付者の代表取締役を兼務しております。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

（８） 
買 付 者 と 当 社 の 

関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況 
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、根拠及び理由 

（１）本公開買付けに関する意見の内容 

当社は、平成 20 年 10 月 20 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

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

し、本公開買付けに応募することを推奨いたします。 

なお、当社の代表取締役社長を務める小野寺裕司は、本日現在において公開買付者の発行済

株式の全てを保有し、かつ公開買付者の代表取締役であり、利益相反のおそれがあることから、

また、当社の代表取締役会長を務める小野寺眞悟は、小野寺裕司の親族であり、利益相反の可

能性を否定することはできないことから、平成 20 年 8 月 1 日開催の当社の取締役会以降（小野

寺裕司については本公開買付けを含む当社の発行済株式（但し、自己株式を除きます。）及び新

株予約権の全部を取得することにより当社株式を非上場化させるための一連の取引（以下「本

取引」といいます。）についての初期的な意向を提示した後は）、賛同決議その他本取引にかか

る当社取締役会における審議及び決議には参加しておらず、また、当社の立場において公開買

付者との協議・交渉には参加しておりません。さらに、当社の取締役である有吉純夫及び三宅

示修は公開買付者との間で公開買付応募契約を締結することとなった三菱商事株式会社（以下

「三菱商事」といいます。）の従業員であり、また、当社の取締役である三好幸彦は公開買付者

との間で公開買付応募契約を締結することとなった綜通株式会社（以下「綜通」といいます。）

の代表取締役社長を兼務しており、利益相反のおそれがあることから、賛同決議にかかる当社

取締役会における審議及び決議には参加しておらず、また、当社の立場において公開買付者と

の協議・交渉には参加しておりません。 

賛同決議には、利益相反のおそれのある小野寺裕司、小野寺眞悟、有吉純夫、三宅示修及び

三好幸彦を除き、当社の取締役の全員が出席し、決議に参加した取締役のうちジル・マエ以外

の取締役の一致で本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することを決議しました。 

なお、ジル・マエは、①当社がおかれている財務及び市場環境に鑑みれば、マネジメント・

バイアウト（ＭＢＯ）（注）の手法により行われる本公開買付けによっては、当社が現在直面す

る経営上及び財務上の既存の問題点の解決にはつながらず、むしろさらなる財務的負担を生み、

当社の将来の発展に消極的な影響を与えると考える、②本取引により、当社の主要株主である

三菱商事、綜通及び Sodexo と築き上げた現行の重要な関係性を失うおそれがある、したがって、

当社は、こうした株主に関連するいくつかの重要な顧客や核となるマネージャーや従業員を失

うリスクに直面するおそれがあり、またこうした株主との関係から得ている高い市場での評価

を失うおそれがあり、当社の将来の発展に消極的な影響を与えるおそれがあると考える、③過

去の検討経緯や当社の企業価値に鑑みれば、本公開買付けの価格は低すぎる、したがって、当

社は当社の将来に利益となり当社のより高い価値を実現するようなビッダーからの他の提案を

求めるべきである等の意見を述べた上、本公開買付けは当社並びに当社の少数株主、顧客、取

引先・仕入先及び従業員を含むステークホルダーの利益に資するものではないとして、本公開

買付けに反対する旨の意見を表明しております。 

一方、ジル・マエ以外の取締役は、①本公開買付けの価格その他の諸条件は妥当であり、平

成 18 年以降に発表されたマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）事例におけるプレミアムの実績

と比較しても相当程度上回る水準（前営業日である平成 20年 10 月 17 日に対して 342.5%のプレ

ミアム）でもあり、当社の株主に対して合理的な価格により当社株式の売却機会を提供するも

のであると考えており、また、他の買付者による買付けの機会を確保する観点から、公開買付

期間を比較的長期間である 30 営業日に設定することにより、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、他の買付者と当社の接触等を制限するような内容の合意等

は行っておらず、第三者からの買付けの機会を確保している。このような点を考慮して、本公

開買付けは当社及び当社の株主の利益に資するものである。また、②当社の企業価値を中長期



的に検討した場合、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

ているものと判断でき、また本取引を通じて、より柔軟かつ迅速な事業戦略の実行が可能とな

る体制を構築でき、本取引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。加え

て、③当社の主要株主である三菱商事及び綜通は、本公開買付けにつき応募契約を締結し、本

公開買付けに賛同する旨を表示しているが、両社と当社との間で長年にわたり構築された信頼

関係等に鑑みれば、今後も当社として両社との間で取引関係等をはじめとした事業上の緊密な

関係維持を図り得るものであり、今後両社との株主関係が解消されたとしても事業面への影響

は極めて限定的と考えられる。これらの理由から、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明し

ております。その結果、賛成多数により、当社取締役会は本公開買付けに賛同する旨の意見を

表明することを決議しています。 

また、当該取締役会においては、社外監査役を含む当社監査役の全員が出席し、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。また、当社監査役会からも本公開買付けを実施することに関し、同意を得て

おります。 

 

（注）マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）とは、一般的に、買収対象会社の業務執行を行う

取締役の全部又は一部が金融投資家等と共同して資金を出資して、買収対象会社の株式

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根拠及び理由 

①本公開買付けの概要 
公開買付者は、公開買付者の代表取締役及び当社の代表取締役社長である小野寺裕司が本日

現在において発行済株式の全てを保有する株式会社です。 

今般、公開買付者は、本取引の一環として、当社の代表取締役社長である小野寺裕司（所有

株式数 2,611,976 株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合（以下「所有割合」といいま

す。なお、パーセントの記載に際し小数点以下第三位を四捨五入しております。）18.68%）、当

社の代表取締役会長である小野寺眞悟（所有株式数 404,000 株、所有割合 2.89%）（以下、小野

寺裕司、小野寺眞悟を総称して「創業者一族」といいます。創業者一族の所有株式数は合計

3,015,976 株、所有割合は 21.57%となります。）、三菱商事（所有株式数 2,595,888 株、所有割

合 18.57%）及び綜通（所有株式数 1,361,000 株、所有割合 9.74%）が所有する当社株式を含む、

当社の発行済株式（但し、自己株式を除きます。）及び新株予約権の全部を取得する本公開買付

けを実施することを決定いたしました。 

なお、公開買付者は、創業者一族、三菱商事及び綜通から、その所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旨の同意を得ております。 

本公開買付けは、当社の経営陣によるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法により行

われるものであり、公開買付者は当社取締役会の賛同のもと、友好的に当社全株式等を取得す

ることを企図し、金融商品取引法に基づき本公開買付けを行うものです。 

当社の代表取締役社長である小野寺裕司は、上記のとおり、公開買付者に出資を行うととも

に、本取引成立後も、特段の事情がない限り引き続き当社の代表取締役社長に留まり、当社の

経営の指揮を執る予定です。また、小野寺裕司以外の当社の取締役についても、本公開買付け

終了後も原則として継続して当社の経営にあたる予定です。但し、当社の社外取締役である有

吉純夫、三宅示修及び三好幸彦については、本取引成立後に退任する予定です。 

 

当社の代表取締役社長である小野寺裕司は、本公開買付けに応募する予定ですが、本公開買

付けにおいて保有する当社の普通株式を売却することによって受領した金額から、税金やその

他の諸経費を控除した金額の大部分を、公開買付者に対して出資する予定です。 



 

②本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程 
当社は、創業者である当社の代表取締役会長の小野寺眞悟が、昭和 58 年に北海道において医

療機関や福祉施設向けに給食受託等を提供することを目的に株式会社メディカルサポート（現

在の株式会社レオック北日本）として創業いたしました。その後、北日本地域での給食事業で

の事業規模を拡大させるとともに、平成９年には埼玉県熊谷での受託を契機に関東圏へ進出い

たしました。平成 11 年には、日本証券業協会に登録銘柄として株式を登録（平成 16 年に日本

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）し、社会的な知名度の向上や資金調達力を向上させること

となりました。平成 12 年には、総合メディカル株式会社との業務提携及び株式会社メディフー

ズの子会社化を通して、福岡を中心とする九州地区での基礎を構築することとなりました。平

成 13 年 10 月には三菱商事及び給食委託の世界的な大手企業である仏 Sodexo 等が出資する株式

会社ソデックスコーポレーション（以下「ソデックス社」といいます。）及び同社の子会社３社

と合併することで、社名をソデッソジャパン株式会社に変更するとともに、医療機関や福祉施

設からの給食事業の受託が多かった当社と事業会社からの給食事業の受託の多かったソデック

ス社との間で事業分野を補完するとともに事業規模の拡大を実現しました。また、平成 14 年７

月には、株式会社ダイエーから同社グループを含め全国約 400 ヵ所で事業所や大学、官庁の給

食事業を受託しており、特に近畿地区に大きな事業基盤を持つ株式会社キャプテンクックを買

収し、同年８月にも主として事業会社からの給食事業を受託していた株式会社全食を完全子会

社することで、更なる事業基盤の拡充を図りました。そして、平成 15 年８月には、これまでの

企業買収により生じていた営業地域や事業領域の重複や機関決定の複雑化の解消を図る目的で、

株式移転により株式会社レオックジャパンを設立し、同年 10 月には会社分割により各地域事業

会社に再編しレオックジャパングループといたしました。 

加えて、平成 16 年 10 月には、東海地方へ進出するに際し、東海旅客鉄道株式会社等との合

弁会社として株式会社レオック東海を設立することで同地域への進出を果たしました。一方、

平成 18 年９月に既存事業の補完を行うとともに新たな事業の柱とも成りうる介護サービス事業

へ進出するため、株式会社ライフコミューンの買収を行いましたが、介護サービス事業を取り

巻く業界環境の変化並びに当社の財務体質の悪化を踏まえ経営資源を主力である給食事業へ集

中をすべきと判断し、平成 20年９月12日付で同社株式を全て売却いたしました。 

平成 19 年４月には持株会社体制下における事業領域別の管理体制並びに機動性をより強化す

べく、中間持株会社として株式会社レオックジャパンを子会社の共同株式移転を通じて設立す

ることで、現在のグループ企業体制に至っております。 

なお、現在では、北海道、関東、西日本を中心に、平成 20 年６月末時点で 1,718 事業所との

契約を締結するに至っております。 

 

しかしながら、昨今の当社を取り巻く環境は、従前にも増して厳しさを増してきています。

具体的には、エネルギー・天然資源の高騰や輸出の増勢鈍化を受けた国内景気の停滞、米国の

サブプライムローン問題を端緒とした国際金融市場の混乱、燃料や光熱費の上昇等の事業運営

コストの増加、パート労働法の改正による人件費の上昇、食肉偽装や食品虚偽表示等食品に対

する消費者の不安感の増加、年金問題等の政治不安の顕在化等が当社の事業の成長性や収益性

に悪影響を与える可能性があります。その結果、委託先企業から当社が提供する給食サービス

に対する対価の引下げ要求の高まりの一方で、仕入れ業者からの食材費の上昇を踏まえた仕入

れ値の引上げ要求への対応、人件費の上昇への対応、及び原油価格の上昇による物流費の上昇

への対応が求められる等、業界全体が厳しい競争にさらされている状況となっております。ま

た、食肉偽装問題や事故米問題等食品に対する厳しい目を消費者が持たざるを得ない事件が近

年立て続けに起こり、給食受託事業者として、取扱食材の厳格な品質管理や、生産者・産地及



び仕入れルート等のトレーサビリティの強化等に対してもコストをかけて対応することが不可

避な状況となってきています。そのような状況下では、余分なコストを徹底的に削減するとと

もに、事業規模を一定以上確保することによる規模のメリットを生かした収益性の向上が事業

継続上必要になると考えております。 

また、当社の携わっている医療機関及び介護施設向けの給食においては、国策としての医療

費削減の方針の下、最近では平成 18 年に病院給食や介護施設での給食における食事費算定基準

の変更がありましたが、今後も患者や施設利用者自身の負担割合は増加傾向をたどると考えら

れており、病院や介護施設での給食に対する一食あたりの価格引下げ要求は今後も継続すると

考えています。 

一方、老人介護施設向けの給食に関しては、高齢化の進む中、老人介護施設の新設数は増加

しており、市場自体が拡大すると見込まれている反面、施設ごとや消費者ごとの価格水準や食

材のグレードに対して多用なニーズを満たすことが求められてきていることや異業種の大規模

資本を有する企業を含む多数の企業が積極的に参入してきていること等から、収益性を確保す

ることは益々困難になってきています。 

加えて、事業会社からの給食事業の受託に関しては、上述の通り国内企業全体としての景況

感が良くないこともあり、当社への委託企業におけるコスト削減の圧力が当社の提供する給食

事業の収益性に対しても悪影響を及ぼすものと見ており、例えば、受託期間の短期化や頻繁な

競争入札による受託契約の利益率の低下により、従来の事業の運営方法では今後の収益の拡大

を見込むことは大変難しい状況にあります。 

 

このような環境変化の下、当社は、過去、幾度のＭ＆Ａを経て現在の事業規模まで拡大を図

るとともに、買収後の子会社等の物流や食材等の仕入れに関して、既存事業所との物流の共通

化による効率化や食材の一括仕入れを進めることで、事業規模の拡大と規模のメリットを生か

した収益性の改善に向けた努力を重ねてきました。それ以外にも、当社のグループ体制を地域

事業会社への権限委譲による機動的且つ現場に近い事業運営が可能なものとし、新規案件受託

の見積精度の向上による新規受託案件の収益性向上、教育・研修システムの整備による短期間

での効率的な人材育成及び人件費の抑制にも取り組んでまいりました。 

加えて、今後の高収益及び高付加価値サービスの提供のためのプラットフォームにすべく、

当社の孫会社にあたる株式会社レオックフーズを通じて、関東圏において食材の一括仕入れや

トレーサビリティの向上を推進してまいりました。 

 

また、給食利用者の近年の健康や食に対する意識の高まりが給食事業分野での顕著な動向と

なってきており、食材の品質への関心、個人の嗜好に合わせた多数なメニューへの要望、更に

は健康管理の付加価値サービスの要望等の観点からのサービスやアドバイスの提供といった対

応も求められるに至っております。具体的には、主要な食材に対するトレーサビリティの確保、

地域性や年齢による相違を含む様々な食事の嗜好や体質や病歴に応じた多様なメニューの開発、

特定検診や保健指導の義務化に対応した付加的なアドバイスの提供等に対応すべく、優良な食

材納入業者の選択やチェック体制の構築、多様なメニューや医学及び栄養学的な裏づけのある

メニューの開発、パート社員を含む従業員の専門知識水準の向上への経営資源の投入が必要に

なると考えております。 

 

このような環境下においても、当社の、創業時からの企業文化である、食を通して人々の生

活の質“クオリティ オブ ライフ”の向上に役立ち、社会に貢献していくという姿勢には変わ

りなく、安易な価格競争やサービスの質と引き換えに一時的なコスト削減で対応することは、

既存の取引先をはじめとする当社の顧客への解決策にはならないと考えております。そのため

には、一時的には多額のコストが発生するものの、将来的な企業価値の向上に向けた、サービ



スレベルを向上させるための研修や教育体制構築への投資、より良い食材を利用した消費者の

最新のニーズを反映した新メニュー開発への投資等を積極的に行っていくことが不可欠となり

ます。 

 

しかしながら、これらを含む様々な経営環境に対して、当社の有する経営資源は十分とはい

えず、場合によっては当社の経営の根幹を揺るがしかねないリスクのある大変厳しい状況にあ

るといえます。加えて、近時は、実際の食材費の高騰等において吸収しきれなくなったコスト

上昇を受けて、やむを得ず取引先に対して価格交渉を依頼せざるを得ない状況となっておりま

す。 

 

当社の代表取締役社長である小野寺裕司は、このような厳しい経営環境を踏まえ、長期的な

当社のステークホルダーの方々へより貢献し、企業価値を向上させるための施策について検討

を行ってきた結果、経営管理体制、営業体制及び取引先の選別、並びに将来的な競争力向上の

ための投資が不可欠であるとの結論に至りました。 

具体的には、以下の施策が必要であると判断しました。 

① 経営陣が迅速且つ果敢に意思決定できる、効率的な経営体制を構築する。 

② 本社機能を縮小し、効率的な経営を行う。 

③ 営業力の強化が当社の持続的な成長には不可欠と考えており、一時的には人件費や教

育・研修コストの増加となるものの、営業人員の増員及び適正配置による営業体制

の強化を図る。 

④ 食材の仕入れや効率的な人員配置が困難である等の理由で収益性の改善の見込めない

不採算取引に関しては、一時的には売上の減少や撤退に伴うコストがかかったとし

ても適切なタイミングで撤退する。 

⑤ これまでも食材の品目ごとに可能な限りメーカーを統一することでコスト削減を図っ

てきたが、今後は更に対象品目数を増加させることにより、品質の均一性の向上、

及び一括購入による効率的且つ規模のメリットを生かしたより一層のコスト削減を

実現する。 

⑥ 現在は全国３地区のみに留まっている物流センターの利用を、全国の他の地域にも展

開していくことで物流の効率化を図る。 

⑦ 医療、介護、栄養学、健康管理や衛生管理等の専門知識の習得に向けた研修・教育シ

ステムを構築する。また、多様な消費者の要望に対してきめ細かなメニューやアド

バイスを提供できる社内システムを構築する。 

 

給食業界を取り巻く環境が厳しくなるとともに、競合業界他社の事業構造の変革や経営体力

の強い大手企業への集約の流れが加速する中、当社としても、過去の経営実績に比較し成果の

実現の不確定性が高いと思われる上記の施策を可及的速やかに実施することによる将来的な企

業競争力の向上が必要となっています。 

 

当社は、上記の通り、平成 11 年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等、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、当社の現在の経営実績及び財務状況に鑑みると、今後エクイティ・ファイ



ナンスによる上記施策の実行に対する十分な資金の調達はより困難になるものと考えられ、ま

た、信用力の向上等の観点においても、当社は長年、事業活動を継続してきていることから、

その知名度や信用力も既に十分備わっているものと考えられます。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、かかる費用は今後も更に増大すること

が予想されることから、これら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。 

加えて、上記施策を実施した場合に想定される業績並びに収益性の悪化の程度如何では、株

価の影響も含め、株主の皆様に、一時的であってもご迷惑をおかけする可能性もあります。 

 

以上の通り、当社の企業価値を中長期的に検討した場合、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判断でき、また、本取引を通じて、より

柔軟かつ迅速な事業戦略の実行が可能となる体制を構築しつつ、中長期的な視点の下で上記の

施策を速やかに実施することができると判断し、本取引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。 

以上の検討内容に加えて、公開買付者は、当社経営陣と協議の上、さらには、フィナンシャ

ル・アドバイザー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「ＥＹＴＡＳ」といいます。）から受けた本取引の実現可能性等に関する助

言を踏まえ検討した結果、株主の皆様にその所有する株式の売却の機会をご提供するとともに、

マネジメント・バイアウトである本取引を行うことによって、当社の抜本的な経営改革を実現

することが、当社の企業価値の更なる向上に資するとの結論に至ったことから、本公開買付け

の実施を決定し、当社は、平成 20 年 10 月 20 日の取締役会において、決議に参加した取締役の

うちジル・マエを除く取締役の一致で本公開買付けに賛同の意を表明することを決議いたしま

した。 

 

なお、当社は、平成 20 年 10 月 20 日の取締役会において、本公開買付けに応募しなかった株

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

ことから、本公開買付けが成立することを条件に平成 21 年３月 31 日の最終の株主名簿に記載

又は記録された株主又は登録質権者に対する剰余金の配当を行わないことを決議しております。 

 

（３）買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等 

公開買付者は、本公開買付けにおける当社株式の買付け等の価格（以下「本公開買付価格」

といいます。）を決定するに当たり、第三者算定機関としてＥＹＴＡＳに対し、本公開買付価格

の決定の参考資料として当社株式の価値の評価を依頼し、ＥＹＴＡＳより平成 20 年 10 月 17 日

に提出された当社の株式価値算定報告書（評価基準日：平成 20 年 10 月 17 日）を参考に、慎重

に検討いたしました。 

ＥＹＴＡＳが当社の株式評価算定に用いた手法は、市場株価法、類似会社比準法及びディス

カウンテッド・キャッシュフロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）であり、それぞれの手法

において算定された当社株式１株当たりの価値の範囲は以下のとおりです。 

① 市場株価法は、対象会社の株式市場における株価を基に株式価値を判断する方法

であり、公開企業の株式価値評価において最も客観的な評価手法であると考え、

市場株価法を採用しています。市場株価法では、当社の評価基準日を平成 20 年 10

月 17 日とし、６ヶ月終値平均株価の±１標準偏差を下限及び上限として、１株当

たりの株式価値を165円から 214円と算定いたしました。 

② 類似会社比準法は、同業他社の株価及び財務データを使用するため、実証的な株

式価値評価を行うことが可能になると考え、類似会社比準法を採用しています。



類似会社比準法では、当社と事業内容が類似している上場企業の財務指標倍率を

求め、その比較を通じて当社の株式価値を評価し、１株当たりの株式価値を 283

円から 377円と算定いたしました。 

③ ＤＣＦ法は、企業の将来キャッシュフロー（収益力）に基づく評価手法であり、

継続企業（ゴーイング・コンサーン）の価値評価を行う上で適した手法であると

考え、ＤＣＦ法を採用しています。ＤＣＦ法では、買付者の観点から当社の将来

予測や事業計画等の諸要素を前提とし、当社の事業が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や株式

価値を評価し、１株当たりの株式価値を488円から572 円と算定いたしました。 

 

公開買付者は、上記の市場株価法、類似会社比準法及びＤＣＦ法による株式価値評価を比較

検討いたしました。その中で、当社の代表取締役社長自らが代表者を務める公開買付者である

ことから公開買付者は当社の事業内容を熟知していること、公開買付者は当社に対するデュー

デリジェンス及びインタビューを実施し、将来計画に関する分析に関して当社と協議して確認

することが可能であったことなどを総合的に勘案し、株式市場における当社株式の評価だけで

なく、将来に亘る収益力に基づくＤＣＦ法による株式価値評価も考慮すべきと判断いたしまし

た。 

その結果、本公開買付けが上場廃止を企図し既存株主への影響が大きいことや、当社による

本公開買付けに対する賛同の可否及び本公開買付けの見通し及び当社の財務状況等も勘案し、

既存株主に対してプレミアムを付加した買付価格を提示することが相当であると判断し、当社

との協議・交渉の結果も踏まえた上で、公開買付者は、平成 20 年 10 月 20 日に、500 円を買付

価格とすることを決定いたしました。 

なお、本公開買付価格は、本公開買付けの開始を決議した日の前営業日（平成 20 年 10 月 17

日）までのジャスダック証券取引所における当社株式の終値の１ヶ月平均値約 140 円（小数点

以下四捨五入）、３ヶ月平均値約 169 円（小数点以下四捨五入）、６ヶ月平均値約 189 円（小

数点以下四捨五入）に対して、それぞれ約 256.4％、約 195.9％、約 164.5％のプレミアムを加

えた価格であります。 

 

本公開買付けの対象には、新株予約権も含まれますが、平成 20 年６月 30 日現在における新

株予約権の１株当たりの行使価格は 794 円であり、本公開買付けの普通株式１株当たりの買付

価格 500 円を上回っております。また、本公開買付けの対象となる新株予約権は、当社又はそ

の子会社若しくは関係会社の役員等又は従業員等に対するストックオプションとして発行され

たものであり、①新株予約権者は、任期満了等の正当な理由による退任、定年又は関係会社へ

の移籍の場合以外には、当社の取締役又は従業員等の地位を失った場合には新株予約権を行使

できないものとされ、また②権利の譲渡及び相続は認められておりません。そのため、公開買

付者は本公開買付けにより、当該新株予約権を買付けたとしても、これを行使できないと解さ

れることから、本公開買付けの対象となる新株予約権の買付価格は１個当たり１円と設定して

おります。 

公開買付者の代表取締役及び当社の代表取締役社長である小野寺裕司は、平成 20 年８月１日

開催の当社の取締役会において、本公開買付けについての初期的な意向の提示を行いました。

その後、小野寺裕司は、当社と本公開買付けにかかる具体的な協議を重ね、この度、平成 20 年

10 月 20 日開催の当社の取締役会において、公開買付者が本公開買付けを含む本取引の実行を検

討している旨、本取引を行う理由及びその内容並びにその他本公開買付けについて小野寺裕司

及び小野寺眞悟が有する利害関係について詳細な説明を行い、本公開買付けを含む本取引に関

する具体的な条件を含む最終提案を行いました。 

一方、当社取締役会は、本公開買付価格の公正性を担保するために、当社及び公開買付者か



ら独立した第三者算定機関かつ当社のフィナンシャル・アドバイザーとして株式会社ラザード

フレール（以下「当社算定機関」といいます。）を選任し、当社の株式価値算定を依頼した後、

平成 20 年 10 月 20 日、当社算定機関より、株式価値算定書（評価基準日：平成 20 年 10 月 17

日）を取得しました。それとともに、当社が当該提案を検討するにあたり、法律顧問として、

当社及び公開買付者から独立した第三者機関である弁護士法人大江橋法律事務所（以下「大江

橋法律事務所」といいます。）を指名し、本取引に関する法的助言について依頼しました。当社

は大江橋法律事務所の法的助言を踏まえて、本公開買付けを含む本取引の是非及び本公開買付

価格を含む諸条件について慎重に協議・検討してまいりました。 

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

類似上場企業比較法、類似案件比較法及びＤＣＦ法による評価を実施しました。また、当社算

定機関は、市場株価法及びプレミアム分析も実施しました。各手法による当社の株式価値算定

結果は以下の通りです。 

① 類似上場企業比較法においては、当社と事業内容が類似している上場企業の財務

指標倍率を求め、その比較を通じて当社の株式価値を評価し、１株当たりの株式

価値を 181円から237円と算定いたしました。 

② 類似案件比較法においては、当社と事業内容が類似している上場企業の過去の買

収案件について財務指標倍率を求め、その比較を通じて当社の株式価値を評価し、

１株当たりの株式価値を 354円から 467円と算定いたしました。 

③ ＤＣＦ法においては、当社が将来獲得することを期待されるキャッシュ・フロー

を一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値を評価し、１株当た

りの株式価値を407円から 502円と算定いたしました。 

④ 市場株価法においては、当社の評価基準日を平成 20 年 10 月 17 日として、直近

12 ヶ月終値の最高価格、最低価格で株式価値を評価し、1 株当たりの株式価値を

110円から 280円と算定いたしました。 

⑤ プレミアム分析においては、2006 年以降に発表されたマネジメント・バイアウト

（ＭＢＯ）事例を対象にプレミアムを算出し、直近 12 ヶ月終値及び直近６ヶ月終

値の平均値に対して各期間のプレミアムの平均値・最大値を適用し、１株当たり

の株式価値を265円から 364円と算定いたしました。 

 

当社は、平成 20 年 10 月 20 日開催の取締役会において、当社算定機関の株式価値算定書及び

大江橋法律事務所から平成 20 年 10 月 20 日付で提出された法律意見書を踏まえ、本公開買付け

を含む本取引の是非及び本公開買付価格を含む諸条件等について慎重に協議・検討した結果、

本取引が当社の中長期的かつ持続的な企業価値の向上に資するものであるとともに、本公開買

付価格その他の諸条件は妥当であり、当社の株主の皆様に対して合理的な価格により当社株式

の売却機会を提供するものであると判断したため、本公開買付けに賛同し、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行うに至りました。なお、当社は、

当社算定機関その他の評価機関からフェアネスオピニオンの取得は行っておりません。 

当社算定機関は本公開買付に関する公開買付価格の公正性又は妥当性について意見を表明す

るものではありません。当社算定機関の株式価値算定書は、専ら、当社の取締役会の利益のた

めに同取締役会に使用されることを意図しており、当社の普通株式の株主への推奨を意図する

ものでも、推奨を構成するものでもありません。株式価値算定書を作成するにあたっては、当

社算定機関は当社の将来業績見通しに関する当社の報告、予測及び予想を含む、当社から提供

を受けた情報及び公開されている入手可能な情報に依拠しています。当社算定機関は、かかる

情報が正確かつ完全であることに依拠し、そのような情報について独自の検証を一切行なって

おらず、またその責任を負うものでもありません。財務予測に関しては、当社算定機関は、そ

れらが当社の将来の財務成績についての当社経営陣による現時点における最善の予測と判断に



基づき、合理的に作成されていることを前提としています。 

 

当社の代表取締役社長を務める小野寺裕司は、本日現在において公開買付者の発行済株式の

全てを保有し、かつ公開買付者の代表取締役であり、利益相反のおそれがあることから、また、

当社の代表取締役会長を務める小野寺眞悟は、小野寺裕司の親族であり、利益相反の可能性を

否定することはできないことから、平成 20 年 8 月 1 日開催の当社取締役会以降（小野寺裕司に

ついては本公開買付けを含む本取引についての初期的な意向を提示した後は）、賛同決議その他

本取引にかかる当社取締役会における審議及び決議には参加しておらず、また、当社の立場に

おいて公開買付者との協議・交渉には参加しておりません。さらに、当社の取締役である有吉

純夫及び三宅示修は公開買付者との間で公開買付応募契約を締結することとなった三菱商事の

従業員であり、また、当社の取締役である三好幸彦は公開買付者との間で公開買付応募契約を

締結することとなった綜通の代表取締役社長を兼務しており、利益相反のおそれがあることか

ら、賛同決議にかかる当社取締役会における審議及び決議には参加しておらず、また、当社の

立場において公開買付者との協議・交渉には参加しておりません。 

賛同決議には、利益相反のおそれのある小野寺裕司、小野寺眞悟、有吉純夫、三宅示修及び

三好幸彦を除き、当社取締役の全員が出席し、決議に参加した取締役のうちジル・マエを除く

取締役の一致で本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することを決議しました。また、当該

取締役会においては、社外監査役を含む当社監査役の全員が出席し、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。また、当社監査役会からも本公開買付けを実施することに関し、同意を得ております。 

本公開買付けでは、法令に定められた公開買付期間が最短で 20 営業日であるところ、その公

開買付期間を比較的長期間である 30 営業日に設定することにより、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、公開買付者は、当社との間で、他の買付

者が実際に出現した場合に、当該他の買付者が当社との間で接触等を行うことを制限するよう

な内容の合意等は行っておりません。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（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。 

 

（４）いわゆる二段階買収に関する事項について 

本公開買付けが成立した場合、公開買付者は、当社の自己株式を除く発行済株式総数に、新

株予約権に係る潜在株式数を加算した数の３分の２を超える株式を取得することになりますが、

本公開買付けにより、当社の自己株式を除いた当社の発行済株式及び新株予約権の全部を取得

できなかった場合には、公開買付者は、以下の方法により、公開買付者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、公開買付者が、当社の発行済株式（自己株式を除きま

す。）及び新株予約権の全てを所有することとなるよう一連の手続（以下「本手続」といいま

す。）を行うことを企図しております。具体的には、本公開買付けが成立した後速やかに、公開

買付者は、①定款の一部変更をして当社を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②

定款の一部変更をして当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第 108 条第１項

第７号に規定する事項についての定めをいいます。以下、同じ。）を付すこと、及び③当社の当

該株式の全部取得と引換えに別個の種類の当社株式を交付することを付議議案に含む臨時株主

総会の開催を当社に要請する意向を有しています。当該臨時株主総会の開催にあたり、公開買

付者は、上記①乃至③を同一の臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議するこ

とを要請する予定です。また、本手続を実行するに際しては、本株主総会において上記①のご

承認をいただきますと、当社は会社法の規定する種類株式発行会社となりますが、上記②につ

いては、会社法第 111 条第２項第１号に基づき、本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当社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、当社に

対し、本株主総会と同日に本種類株主総会を開催することを要請する予定です。なお、当社は

かかる要請に応じて本株主総会及び本種類株主総会を開催することを検討しております。 

なお、公開買付者は、本公開買付けが成立した場合には、当社の総議決権の３分の２を超え

る株式を所有することになりますが、公開買付者は、本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が付された上で、全て当社に取得されることとなり、当社の株主には当

該取得の対価として別個の種類の当社株式が交付されることとなりますが、当社の株主で交付

されるべき当該別個の種類の当社株式の数が１株に満たない端数となる株主に対しては、法令

の手続に従い、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。）を売却すること等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

の合計数の売却価格（及びこの結果株主に交付されることになる金銭の額）については、本公

開買付価格を基準として算定される予定ですが、この金額が本公開買付価格を基準として算定

される価格と異なることがあります。また、全部取得条項が付された当社の普通株式の取得の

対価として交付する当社株式の種類及び数は本日現在未定ですが、公開買付者は当社に対し、

公開買付者等の所有にかか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。）

の総数となるよう公開買付者等以外の当社の株主に対し交付しなければならない当社株式の数

が１株に満たない端数となるよう決定することを要請する予定です。 

上記①乃至③の手続に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、(i)

上記②の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、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を行うことがで

きる旨が定められており、また、(ii)上記③の全部取得条項が付された株式の全部取得が本株

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おります。なお、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、上記(i)又は(ii)の方法がとられた場合に株主が取得できる価格は、本公開

買付価格と異なることがあり得ます。これらの方法による請求又は申立てを行うにあたっては、

その必要手続等に関しては株主の皆様各自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。公開買付者は、上記①乃至③の方法については、関連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の株券等所有割合及び公開買付者以外の当社

株主による当社株式の所有状況等によって、それと同等の効果を有する他の方法を当社に対し

て要請する可能性があります。但し、その場合でも、公開買付者は、公開買付者等の所有にか

か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。）の総数となるよう、また、

当社の株主に対して最終的に現金を交付する方法を採用するよう、当社に要請することを予定

しております。この場合における当該当社株主に交付する金銭の額についても、本公開買付価

格を基準として算定される予定ですが、算定の時点が異なること等から、この金銭の額が本公

開買付価格と異なることがあり得ます。かかる①乃至③の議案や手続の実施の詳細につきまし

ては、決定次第、金融商品取引所等を通じ速やかに公表いたします。加えて、当社は、本公開

買付けが成立したものの、公開買付者が当社の新株予約権の全てを取得できなかった場合には、

公開買付者の要請により、本新株予約権の消却その他合理的に必要と考える適切な手続を行う

場合があります。 

なお、本公開買付けは、本株主総会及び本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。 

本公開買付け及び上記の各手続における金銭の受領及び株式買取請求による買取り等の場合

の税務上の取扱いについては、株主の皆様各自により税務専門家にご確認下さい。 

 



（５）上場廃止となる見込みがある旨及びその理由 

公開買付者は、本公開買付けにおいて取得する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、当社株式を表章する株券は、ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に該

当した場合、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、当該基準に該当しな

い場合でも、公開買付者は本公開買付けの終了後に、上記「(４) いわゆる二段階買収に関する

事項について」に記載の手続に従い、公開買付者が当社の発行済株式（自己株式を除きます。）

の全て及び新株予約権を所有することを企図しておりますので、その場合には当社の株券は上

場廃止となります。なお、上場廃止後は、当社株券をジャスダック証券取引所において取引す

ることができません。 

 

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

公開買付者は、創業者一族から、その所有する当社株式の全て（創業者一族の所有株式数は

合計 3,015,976 株、所有割合は 21.57%となります。）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。創業者一族のそれぞれが所有し、公開買付者との間で原則として本公開買付

けに応募する旨の同意をしている当社株式数及びそれらの所有割合は、小野寺裕司の所有株式

数 2,611,976 株（所有割合 18.68%）、小野寺眞悟の所有株式数 404,000 株（所有割合 2.89%）と

なります。 

また、公開買付者は、三菱商事（所有株式数 2,595,888 株、所有割合 18.57%）及び綜通（所

有株式数 1,361,000 株、所有割合 9.74%）との間でそれぞれ公開買付応募契約を締結し、保有す

る当社株式について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。 

 

 

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ＬＥＯＣの株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 



（添付資料） 平成 20年 10 月 20日 

 

各位 

 

会 社 名 株式会社小野寺事務所 

代表者名 代表取締役 小野寺 裕司 

 

 

 

 

株式会社ＬＥＯＣの株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

 

株式会社小野寺事務所（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成20年 10月 20日、

下記のとおり株式会社ＬＥＯＣ（コード番号2366 ジャスダック、以下「対象者」といいます。）の普

通株式及び新株予約権の全部を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得すること

を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．買付け等の目的 

（１）公開買付者による買付け等の概要 

公開買付者は、公開買付者の代表取締役及び対象者の代表取締役社長である小野寺裕司氏が

本日現在において発行済株式の全てを保有する株式会社です。 

今般、公開買付者は、小野寺裕司氏（所有株式数 2,611,976 株、発行済株式総数に対する所

有株式数の割合（以下「所有割合」といいます。なお、パーセントの記載に際し小数点以下第

三位を四捨五入しております。）18.68％）、及び対象者の代表取締役会長である小野寺眞悟氏

（所有株式数 404,000 株、所有割合 2.89％）（以下、小野寺裕司氏、小野寺眞悟氏を総称して

「創業者一族」といいます。創業者一族の所有株式数は合計 3,015,976 株、所有割合は 21.57％

となります。）、三菱商事株式会社（所有株式数 2,595,888 株、所有割合 18.57％。以下「三菱

商事」といいます。）及び綜通株式会社（所有株式数 1,361,000 株、所有割合 9.74％。以下

「綜通」といいます。）が所有する対象者株式を含む、対象者の発行済株式（但し、自己株式

を除きます。）及び新株予約権の全部（以下「対象者全株式等」といいます。）を取得するこ

とにより対象者株式を非上場化させるための一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一

環として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。 

なお、公開買付者は、創業者一族、三菱商事及び綜通から、その所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旨の同意を得ております。 

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

により行われるものであり、公開買付者は対象者取締役会の賛同のもと、友好的に対象者全株

式等を取得することを企図し、金融商品取引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社長である小野寺裕司氏は、上記のとおり、公開買付者に出資を行うと

ともに、本取引成立後も、特段の事情がない限り引き続き対象者の代表取締役社長に留まり、

対象者の経営の指揮を執る予定です。また、小野寺裕司氏以外の対象者の取締役についても、

本公開買付け終了後も原則として継続して対象者の経営にあたる予定です。但し、対象者の社

外取締役である有吉純夫氏、三宅示修氏及び三好幸彦氏については、本取引成立後に退任する



予定です。 

 

（注）マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）とは、一般的に、買収対象会社の業務執行を行う

取締役の全部又は一部が金融投資家等と共同して資金を出資して、買収対象会社の株式

を取得する取引をいいます。 

 

公開買付者の代表取締役及び対象者の代表取締役社長である小野寺裕司氏は、本公開買付けに

応募する予定ですが、本公開買付けにおいて保有する対象者の普通株式を売却することによって

受領した金額から、税金やその他の諸経費を控除した金額の大部分を、公開買付者に対して出資

する予定です。 

 

（２）本公開買付けを実施する背景及び理由並びに本公開買付け後の経営方針 

対象者は、創業者である対象者の代表取締役会長の小野寺眞悟氏が、昭和 58 年に北海道にお

いて医療機関や福祉施設向けに給食受託等を提供することを目的に株式会社メディカルサポー

ト（現在の株式会社レオック北日本）として創業いたしました。その後、北日本地域での給食

事業での事業規模を拡大させるとともに、平成９年には埼玉県熊谷での受託を契機に関東圏へ

進出いたしました。平成 11 年には、日本証券業協会に登録銘柄として株式を登録（平成 16 年

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）し、社会的な知名度の向上や資金調達力を向上さ

せることとなりました。平成 12 年には、総合メディカル株式会社との業務提携及び株式会社メ

ディフーズの子会社化を通して、福岡を中心とする九州地区での基礎を構築することとなりま

した。平成 13 年 10 月には三菱商事及び給食委託の世界的な大手企業である仏 Sodexo 等が出資

する株式会社ソデックスコーポレーション（以下「ソデックス社」といいます。）及び同社の

子会社３社と合併することで、社名をソデッソジャパン株式会社に変更するとともに、医療機

関や福祉施設からの給食事業の受託が多かった対象者と事業会社からの給食事業の受託の多

かったソデックス社との間で事業分野を補完するとともに事業規模の拡大を実現しました。ま

た、平成 14 年７月には、株式会社ダイエーから同社グループを含め全国約 400 ヵ所で事業所や

大学、官庁の給食事業を受託しており、特に近畿地区に大きな事業基盤を持つ株式会社キャプ

テンクックを買収し、同年８月にも主として事業会社からの給食事業を受託していた株式会社

全食を完全子会社化することで、更なる事業基盤の拡充を図りました。そして、平成 15 年８月

には、これまでの企業買収により生じていた営業地域や事業領域の重複や機関決定の複雑化の

解消を図る目的で、株式移転により株式会社レオックジャパンを設立し、同年 10 月には会社分

割により各地域事業会社に再編しレオックジャパングループといたしました。 

加えて、平成 16 年 10 月には、東海地方へ進出するに際し、東海旅客鉄道株式会社等との合

弁会社として株式会社レオック東海を設立することで同地域への進出を果たしました。一方、

平成 18 年９月に既存事業の補完を行うとともに新たな事業の柱とも成りうる介護サービス事業

へ進出するため、株式会社ライフコミューンの買収を行いましたが、介護サービス事業を取り

巻く業界環境の変化並びに対象者の財務体質の悪化を踏まえ経営資源を主力である給食事業へ

集中をすべきと判断し、平成 20年９月 12日付で同社株式を全て売却いたしました。 

平成 19 年４月には持株会社体制下における事業領域別の管理体制並びに機動性をより強化す

べく、中間持株会社として株式会社レオックジャパンを子会社の共同株式移転を通じて設立す

ることで、現在のグループ企業体制に至っております。 

なお、現在では、北海道、関東、西日本を中心に、平成 20年６月末時点で 1,718 事業所との

契約を締結するに至っております。 

 

しかしながら、昨今の対象者を取り巻く環境は、従前にも増して厳しさを増してきています。



具体的には、エネルギー・天然資源の高騰や輸出の増勢鈍化を受けた国内景気の停滞、米国の

サブプライムローン問題を端緒とした国際金融市場の混乱、燃料や光熱費の上昇等の事業運営

コストの増加、パート労働法の改正による人件費の上昇、食肉偽装や食品虚偽表示等食品に対

する消費者の不安感の増加、年金問題等の政治不安の顕在化等が対象者の事業の成長性や収益

性に悪影響を与える可能性があります。その結果、委託先企業から対象者が提供する給食サー

ビスに対する対価の引下げ要求の高まりの一方で、仕入れ業者からの食材費の上昇を踏まえた

仕入れ値の引上げ要求への対応、人件費の上昇への対応、及び原油価格の上昇による物流費の

上昇への対応が求められる等、業界全体が厳しい競争にさらされている状況となっております。

また、食肉偽装問題や事故米問題等食品に対する厳しい目を消費者が持たざるを得ない事件が

近年立て続けに起こり、給食受託事業者として、取扱食材の厳格な品質管理や、生産者・産地

及び仕入れルート等のトレーサビリティの強化等に対してもコストをかけて対応することが不

可避な状況となってきています。そのような状況下では、余分なコストを徹底的に削減すると

ともに、事業規模を一定以上確保することによる規模のメリットを生かした収益性の向上が事

業継続上必要になると考えております。 

また、対象者の携わっている医療機関及び介護施設向けの給食においては、国策としての医

療費削減の方針の下、最近では平成 18 年に病院給食や介護施設での給食における食事費算定基

準の変更がありましたが、今後も患者や施設利用者自身の負担割合は増加傾向をたどると考え

られており、病院や介護施設での給食に対する一食あたりの価格引下げ要求は今後も継続する

と考えています。 

一方、老人介護施設向けの給食に関しては、高齢化の進む中、老人介護施設の新設数は増加

しており、市場自体が拡大すると見込まれている反面、施設ごとや消費者ごとの価格水準や食

材のグレードに対して多用なニーズを満たすことが求められてきていることや異業種の大規模

資本を有する企業を含む多数の企業が積極的に参入してきていること等から、収益性を確保す

ることは益々困難になってきています。 

加えて、事業会社からの給食事業の受託に関しては、上述の通り国内企業全体としての景況

感が良くないこともあり、対象者への委託企業におけるコスト削減の圧力が対象者の提供する

給食事業の収益性に対しても悪影響を及ぼすものと見ており、例えば、受託期間の短期化や頻

繁な競争入札による受託契約の利益率の低下により、従来の事業の運営方法では今後の収益の

拡大を見込むことは大変難しい状況にあります。 

 

このような環境変化の下、対象者は、過去、幾度のＭ＆Ａを経て現在の事業規模まで拡大を

図るとともに、買収後の子会社等の物流や食材等の仕入れに関して、既存事業所との物流の共

通化による効率化や食材の一括仕入れを進めることで、事業規模の拡大と規模のメリットを生

かした収益性の改善に向けた努力を重ねてきました。それ以外にも、対象者のグループ体制を

地域事業会社への権限委譲による機動的且つ現場に近い事業運営が可能なものとし、新規案件

受託の見積精度の向上による新規受託案件の収益性向上、教育・研修システムの整備による短

期間での効率的な人材育成及び人件費の抑制にも取り組んでまいりました。 

加えて、今後の高収益及び高付加価値サービスの提供のためのプラットフォームにすべく、

対象者の孫会社にあたる株式会社レオックフーズを通じて、関東圏において食材の一括仕入れ

やトレーサビリティの向上を推進してまいりました。 

 

また、給食利用者の近年の健康や食に対する意識の高まりが給食事業分野での顕著な動向と

なってきており、食材の品質への関心、個人の嗜好に合わせた多数なメニューへの要望、更に

は健康管理の付加価値サービスの要望等の観点からのサービスやアドバイスの提供といった対

応も求められるに至っております。具体的には、主要な食材に対するトレーサビリティの確保、

地域性や年齢による相違を含む様々な食事の嗜好や体質や病歴に応じた多様なメニューの開発、



特定検診や保健指導の義務化に対応した付加的なアドバイスの提供等に対応すべく、優良な食

材納入業者の選択やチェック体制の構築、多様なメニューや医学及び栄養学的な裏づけのある

メニューの開発、パート社員を含む従業員の専門知識水準の向上への経営資源の投入が必要に

なると考えております。 

 

このような環境下においても、対象者の、創業時からの企業文化である、食を通して人々の

生活の質“クオリティ オブ ライフ”の向上に役立ち、社会に貢献していくという姿勢には変

わりなく、安易な価格競争やサービスの質と引き換えに一時的なコスト削減で対応することは、

既存の取引先をはじめとする対象者の顧客への解決策にはならないと考えております。そのた

めには、一時的には多額のコストが発生するものの、将来的な企業価値の向上に向けた、サー

ビスレベルを向上させるための研修や教育体制構築への投資、より良い食材を利用した消費者

の最新のニーズを反映した新メニュー開発への投資等を積極的に行っていくことが不可欠とな

ります。 

 

しかしながら、これらを含む様々な経営環境に対して、対象者の有する経営資源は十分とは

いえず、場合によっては対象者の経営の根幹を揺るがしかねないリスクのある大変厳しい状況

にあるといえます。加えて、近時は、実際の食材費の高騰等において吸収しきれなくなったコ

スト上昇を受けて、やむを得ず取引先に対して価格交渉を依頼せざるを得ない状況となってお

ります。 

 

公開買付者の代表取締役及び対象者の代表取締役社長である小野寺裕司氏は、このような厳

しい経営環境を踏まえ、長期的な対象者のステークホルダーの方々へより貢献し、企業価値を

向上させるための施策について検討を行ってきた結果、経営管理体制、営業体制及び取引先の

選別、並びに将来的な競争力向上のための投資が不可欠であるとの結論に至りました。 

 

具体的には、以下の施策が必要であると判断しました。 

① 経営陣が迅速且つ果敢に意思決定できる、効率的な経営体制を構築する。 

② 本社機能を縮小し、効率的な経営を行う。 

③ 営業力の強化が対象者の持続的な成長には不可欠と考えており、一時的には人件費や教育・研

修コストの増加となるものの、営業人員の増員及び適正配置による営業体制の強化を図る。 

④ 食材の仕入れや効率的な人員配置が困難である等の理由で収益性の改善の見込めない不採算取

引に関しては、一時的には売上の減少や撤退に伴うコストがかかったとしても適切なタイミン

グで撤退する。 

⑤ これまでも食材の品目ごとに可能な限りメーカーを統一することでコスト削減を図ってきたが、

今後は更に対象品目数を増加させることにより、品質の均一性の向上、及び一括購入による効

率的且つ規模のメリットを生かしたより一層のコスト削減を実現する。 

⑥ 現在は全国３地区のみに留まっている物流センターの利用を、全国の他の地域にも展開してい

くことで物流の効率化を図る。 

⑦ 医療、介護、栄養学、健康管理や衛生管理等の専門知識の習得に向けた研修・教育システムを

構築する。また、多様な消費者の要望に対してきめ細かなメニューやアドバイスを提供できる

社内システムを構築する。 

 

給食業界を取り巻く環境が厳しくなるとともに、競合業界他社の事業構造の変革や経営体力

の強い大手企業への集約の流れが加速する中、対象者としても、過去の経営実績に比較し成果

の実現の不確定性が高いと思われる上記の施策を可及的速やかに実施することによる将来的な

企業競争力の向上が必要となっています。 

 



対象者は、上記の通り、平成 11 年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等、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、対象者の現在の経営実績及び財務状況に鑑みると、今後エクイティ・

ファイナンスによる上記施策の実行に対する十分な資金の調達はより困難になるものと考えら

れ、また、信用力の向上等の観点においても、対象者は長年、事業活動を継続してきているこ

とから、その知名度や信用力も既に十分備わっているものと考えられます。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、かかる費用は今後も更に増大

することが予想されることから、これら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。 

加えて、上記施策を実施した場合に想定される業績並びに収益性の悪化の程度如何では、株

価の影響も含め、株主の皆様に、一時的であってもご迷惑をおかけする可能性もあります。 

 

以上の通り、対象者の企業価値を中長期的に検討した場合、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判断せざるを得ず、また、本取引を通

じて、より柔軟かつ迅速な事業戦略の実行が可能となる体制を構築しつつ、中長期的な視点の

下で上記の施策を速やかに実施することができると判断し、本取引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。 

以上の検討内容に加えて、公開買付者は、対象者経営陣と協議の上、さらには、フィナン

シャル・アドバイザー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「ＥＹＴＡＳ」といいます。）から受けた本取引の実現可能性等に関

する助言を踏まえ検討した結果、株主の皆様にその所有する株式の売却の機会をご提供すると

ともに、マネジメント・バイアウトである本取引を行うことによって、対象者の抜本的な経営

改革を実現することが、対象者の企業価値の更なる向上に資するとの結論に至ったことから、

本公開買付けの実施を決定いたしました。 

 

なお、対象者は、平成 20年 10 月 20 日の取締役会において、本公開買付けに応募しなかった

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

ることから、本公開買付けが成立することを条件に平成 21 年３月 31 日の最終の株主名簿に記

載又は記録された株主又は登録質権者に対する剰余金の配当を行わないことを決議しておりま

す。 

 

（３）買付価格の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対象者株式の買付け等の価格（以下「本公開買付価

格」といいます。）を決定するに当たり、第三者算定機関としてＥＹＴＡＳに対し、本公開買

付価格の決定の参考資料として対象者株式の価値の評価を依頼し、ＥＹＴＡＳより平成 20 年 10

月 17 日に提出された対象者の株式価値算定報告書（評価基準日：平成 20 年 10 月 17 日）（以

下「株式価値算定報告書」といいます。）を参考に、慎重に検討いたしました。 

ＥＹＴＡＳが対象者の株式評価算定に用いた手法は、市場株価法、類似会社比準法及びディ

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。）であり、それぞれの

手法において算定された対象者株式１株当たりの価値の範囲は以下のとおりです。 



① 市場株価法は、対象会社の株式市場における株価を基に株式価値を判断する方法であ

り、公開企業の株式価値評価において最も客観的な評価手法であると考え、市場株価

法を採用しています。市場株価法では、対象者の評価基準日を平成20年10月17日とし、

６ヶ月終値平均株価の±１標準偏差を下限及び上限として、１株当たりの株式価値を

165円から214円と算定いたしました。 

② 類似会社比準法は、同業他社の株価及び財務データを使用するため、実証的な株式価

値評価を行うことが可能になると考え、類似会社比準法を採用しています。類似会社

比準法では、対象者と事業内容が類似している上場企業の財務指標倍率を求め、その

比較を通じて対象者の株式価値を評価し、１株当たりの株式価値を283円から377円と

算定いたしました。 

③ ＤＣＦ法は、企業の将来キャッシュフロー（収益力）に基づく評価手法であり、継続

企業（ゴーイング・コンサーン）の価値評価を行う上で適した手法であると考え、Ｄ

ＣＦ法を採用しています。ＤＣＦ法では、買付者の観点から対象者の将来予測や事業

計画等の諸要素を前提とし、対象者の事業が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や株式価値を評価し、１

株当たりの株式価値を488円から572円と算定いたしました。 

 

公開買付者は、上記の市場株価法、類似会社比準法及びＤＣＦ法による株式価値評価を比較

検討いたしました。その中で、対象者の代表取締役社長自らが代表者を務める公開買付者であ

ることから公開買付者は対象者の事業内容を熟知していること、公開買付者は対象者に対する

デューデリジェンス及びインタビューを実施し、将来計画に関する分析に関して対象者と協議

して確認することが可能であったことなどを総合的に勘案し、株式市場における対象者株式の

評価だけでなく、将来に亘る収益力に基づくＤＣＦ法による株式価値評価も考慮すべきと判断

いたしました。 

その結果、本公開買付けが上場廃止を企図し既存株主への影響が大きいことや、対象者によ

る本公開買付けに対する賛同の可否及び本公開買付けの見通し及び対象者の財務状況等も勘案

し、既存株主に対してプレミアムを付加した買付価格を提示することが相当であると判断し、

対象者との協議・交渉の結果も踏まえた上で、公開買付者は、平成 20 年 10 月 20 日に、500 円

を買付価格とすることを決定いたしました。 

なお、本公開買付価格は、本公開買付けの開始を決議した日の前営業日（平成 20 年 10 月 17

日）までのジャスダック証券取引所における対象者株式の終値の１ヶ月平均値約 140 円（小数

点以下四捨五入）、３ヶ月平均値約 169 円（小数点以下四捨五入）、６ヶ月平均値約 189 円

（小数点以下四捨五入）に対して、それぞれ約 256.4％、約 195.9％、約 164.5％のプレミアム

を加えた価格であります。 

本公開買付けの対象には、新株予約権も含まれますが、平成 20 年６月 30 日現在における新

株予約権の１株当たりの行使価格は 794 円であり、本公開買付けの普通株式１株当たりの買付

価格 500 円を上回っております。また、本公開買付けの対象となる新株予約権は、対象者又は

その子会社若しくは関係会社の役員等又は従業員等に対するストックオプションとして発行さ

れたものであり、①新株予約権者は、任期満了等の正当な理由による退任、定年又は関係会社

への移籍の場合以外には、対象者の取締役又は従業員等の地位を失った場合には新株予約権を

行使できないものとされ、また②権利の譲渡及び相続は認められておりません。そのため、公

開買付者は本公開買付けにより、当該新株予約権を買付けたとしても、これを行使できないと

解されることから、本公開買付けの対象となる新株予約権の買付価格は１個当たり１円と設定

しております。 

公開買付者の代表取締役及び対象者の代表取締役社長である小野寺裕司氏は、平成 20 年８月

１日開催の対象者の取締役会において、本公開買付けについての初期的な意向の提示を行いま

した。その後、小野寺裕司氏は、対象者と本公開買付けにかかる具体的な協議を重ね、この度、



平成 20 年 10 月 20 日開催の対象者の取締役会において、公開買付者が本公開買付けを含む本取

引の実行を検討している旨、本取引を行う理由及びその内容並びにその他本公開買付けについ

て小野寺裕司氏及び小野寺眞悟氏が有する利害関係について詳細な説明を行い、本公開買付け

を含む本取引に関する具体的な条件を含む最終提案を行いました。 

一方、対象者の取締役会は、本公開買付価格の公正性を担保するために、対象者及び公開買

付者から独立した第三者算定機関かつ対象者のフィナンシャル・アドバイザーとして株式会社

ラザードフレール（以下「対象者算定機関」といいます。）を選任し、対象者の株式価値算定

を依頼した後、平成 20 年 10 月 20 日、対象者算定機関より、株式価値算定書（評価基準日：平

成 20 年 10 月 17 日）を取得しました。それとともに、対象者が当該提案を検討するにあたり、

法律顧問として、対象者及び公開買付者から独立した第三者機関である弁護士法人大江橋法律

事務所（以下「大江橋法律事務所」といいます。）を指名し、本取引に関する法的助言につい

て依頼しました。対象者は、平成 20 年 10 月 20 日開催の取締役会において、対象者算定機関の

株式価値算定書及び大江橋法律事務所から平成 20 年 10 月 20 日付で提出された法律意見書を踏

まえ、本公開買付けを含む本取引の是非及び本公開買付価格を含む諸条件について慎重に協

議・検討した結果、本取引が対象者の中長期的かつ持続的な企業価値の向上に資するものであ

るとともに、本公開買付価格その他の諸条件は妥当であり、対象者の株主の皆様に対して合理

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判断したため、本公開買付けに

賛同し、かつ、対象者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（以下

「賛同決議」といいます。）を行うに至りました。なお、対象者は、対象者算定機関その他の

評価機関からフェアネスオピニオンの取得は行っておりません。 

 

対象者の代表取締役社長を務める小野寺裕司氏は、本日現在において公開買付者の発行済株

式の全てを保有し、かつ公開買付者の代表取締役であり、利益相反のおそれがあることから、

また、対象者の代表取締役会長を務める小野寺眞悟氏は、小野寺裕司氏の親族であり、利益相

反の可能性を否定することはできないことから、平成 20 年８月１日開催の対象者の取締役会以

降（小野寺裕司氏については本公開買付けを含む対象者の発行済株式（但し、自己株式を除き

ます。）及び新株予約権の全部を取得することにより対象者株式を非上場化させるための一連

の取引についての初期的な意向を提示した後）は、賛同決議その他本取引にかかる対象者の取

締役会における審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立場において公開買付者と

の協議・交渉には参加しておりません。さらに、対象者の取締役である有吉純夫氏及び三宅示

修氏は公開買付者との間で公開買付応募契約を締結することとなった三菱商事の従業員であり、

また、対象者の取締役である三好幸彦氏は公開買付者との間で公開買付応募契約を締結するこ

ととなった綜通の代表取締役社長を兼務しており、利益相反のおそれがあることから、賛同決

議にかかる対象者の取締役会における審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立場

において公開買付者との協議・交渉には参加しておりません。 

賛同決議には、利益相反のおそれのある小野寺裕司氏、小野寺眞悟氏、有吉純夫氏、三宅示

修氏及び三好幸彦氏を除き、対象者の取締役の全員が出席し、決議に参加した取締役のうちジ

ル・マエ氏以外の取締役の一致で本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することを決議しま

した。 

なお、ジル・マエ氏は、①対象者がおかれている財務及び市場環境に鑑みれば、マネジメン

ト・バイアウト（ＭＢＯ）の手法により行われる本公開買付けによっては、対象者が現在直面

する経営上及び財務上の既存の問題点の解決にはつながらず、むしろさらなる財務的負担を生

み、対象者の将来の発展に消極的な影響を与えると考える、②本取引により、対象者の主要株

主である三菱商事、綜通及び Sodexo と築き上げた現行の重要な関係性を失うおそれがある、し

たがって、対象者は、こうした株主に関連するいくつかの重要な顧客や核となるマネージャー

や従業員を失うリスクに直面するおそれがあり、またこうした株主との関係から得ている高い



市場での評価を失うおそれがあり、対象者の将来の発展に消極的な影響を与えるおそれがある

と考える、③過去の検討経緯や対象者の企業価値に鑑みれば、本公開買付けの価格は低すぎる、

したがって、対象者は対象者の将来に利益となり対象者のより高い価値を実現するようなビッ

ダーからの他の提案を求めるべきである等の意見を述べた上、本公開買付けは対象者並びに対

象者の少数株主、顧客、取引先・仕入先及び従業員を含むステークホルダーの利益に資するも

のではないとして、本公開買付けに反対する旨の意見を表明しております。 

一方、ジル・マエ氏以外の取締役は、①本公開買付けの価格その他の諸条件は妥当であり、

平成 18 年以降に発表されたマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）事例におけるプレミアムの実

績と比較しても相当程度上回る水準（前営業日である平成 20年 10 月 17 日に対して 342.5%のプ

レミアム）でもあり、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

するものであると考えており、また、他の買付者による買付けの機会を確保する観点から、公

開買付期間を比較的長期間である 30 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、他の買付者と対象者の接触等を制限するような内

容の合意等は行っておらず、第三者からの買付けの機会を確保している。このような点を考慮

して、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ものである。また、②対象者の

企業価値を中長期的に検討した場合、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判断でき、また本取引を通じて、より柔軟かつ迅速な事業戦略

の実行が可能となる体制を構築でき、本取引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。加えて、③対象者の主要株主である三菱商事及び綜通は、本公開買付けにつき

応募契約を締結し、本公開買付けに賛同する旨を表示しているが、両社と対象者との間で長年

にわたり構築された信頼関係等に鑑みれば、今後も対象者として両社との間で取引関係等をは

じめとした事業上の緊密な関係維持を図り得るものであり、今後両社との株主関係が解消され

たとしても事業面への影響は極めて限定的と考えられる。これらの理由から、本公開買付けに

賛同する旨の意見を表明しております。その結果、賛成多数により、対象者の取締役会は本公

開買付けに賛同する旨の意見を表明することを決議しています。 
また、当該取締役会においては、社外監査役を含む対象者監査役の全員が出席し、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。また、対象者監査役会からも本公開買付けを実施することに関し、同意

を得ております。 

 

本公開買付けでは、法令に定められた公開買付期間が最短で20営業日であるところ、その公開

買付期間を比較的長期間である30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、公開買付者は、対象者との間で、他の買付者

が実際に出現した場合に、当該他の買付者が対象者との間で接触等を行うことを制限するような

内容の合意等は行っておりません。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（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。 

 

（４）いわゆる二段階買収に関する事項について 

本公開買付けが成立した場合、公開買付者は、対象者の自己株式を除く発行済株式総数に、

新株予約権に係る潜在株式数を加算した数の３分の２を超える株式を取得することになります

が、本公開買付けにより、対象者の自己株式を除いた対象者の発行済株式及び新株予約権の全

部を取得できなかった場合には、公開買付者は、以下の方法により、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、公開買付者が、対象者の発行済株式（自

己株式を除きます。）及び新株予約権の全てを所有することとなるよう一連の手続（以下「本

手続」といいます。）を行うことを企図しております。具体的には、本公開買付けが成立した

後速やかに、公開買付者は、①定款の一部変更をして対象者を会社法の規定する種類株式発行



会社とすること、②定款の一部変更をして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。以下、同じ。）を

付すこと、及び③対象者の当該株式の全部取得と引換えに別個の種類の対象者株式を交付する

ことを付議議案に含む臨時株主総会の開催を対象者に要請する意向を有しています。当該臨時

株主総会の開催にあたり、公開買付者は、上記①乃至③を同一の臨時株主総会（以下「本株主

総会」といいます。）に付議することを要請する予定です。また、本手続を実行するに際して

は、本株主総会において上記①のご承認をいただきますと、対象者は会社法の規定する種類株

式発行会社となりますが、上記②については、会社法第 111 条第２項第１号に基づき、本株主

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、本株主総会と同日に本種類株主総会を開催す

ることを要請する予定です。なお、対象者はかかる要請に応じて本株主総会及び本種類株主総

会を開催することを検討しております。 

なお、公開買付者は、本公開買付けが成立した場合には、対象者の総議決権の３分の２を超

える株式を所有することになりますが、公開買付者は、本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種類の対象者株式が交付されることとなりますが、対象者

の株主で交付されるべき当該別個の種類の対象者株式の数が１株に満たない端数となる株主に

対しては、法令の手続に従い、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。）を売却すること等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価格（及びこの結果株主に交付されることになる金銭の額）に

ついては、本公開買付価格を基準として算定される予定ですが、この金額が本公開買付価格を

基準として算定される価格と異なることがあります。また、全部取得条項が付された対象者の

普通株式の取得の対価として交付する対象者株式の種類及び数は本日現在未定ですが、公開買

付者は対象者に対し、公開買付者等の所有にかかる対象者株式数の合計が、対象者の発行済株

式（自己株式を除きます。）の総数となるよう公開買付者等以外の対象者の株主に対し交付し

なければならない対象者株式の数が１株に満たない端数となるよう決定することを要請する予

定です。 

上記①乃至③の手続に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、

(ⅰ)上記②の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、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を行うこと

ができる旨が定められており、また、(ⅱ)上記③の全部取得条項が付された株式の全部取得が

本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おります。なお、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、上記(ⅰ)又は(ⅱ)の方法がとられた場合に株主が取得できる価格は、

本公開買付価格と異なることがあり得ます。これらの方法による請求又は申立てを行うにあ

たっては、その必要手続等に関しては株主の皆様各自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。公開買付者は、上記①乃至③の方法については、関連法令につい

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の株券等所有割合及び公開買付者

以外の対象者株主による対象者株式の所有状況等によって、それと同等の効果を有する他の方

法を対象者に対して要請する可能性があります。但し、その場合でも、公開買付者は、公開買

付者等の所有にかかる対象者株式数の合計が、対象者の発行済株式（自己株式を除きます。）

の総数となるよう、また、対象者の株主に対して最終的に現金を交付する方法を採用するよう、

対象者に要請することを予定しております。この場合における当該対象者株主に交付する金銭



の額についても、本公開買付価格を基準として算定される予定ですが、算定の時点が異なるこ

と等から、この金銭の額が本公開買付価格と異なることがあり得ます。かかる①乃至③の議案

や手続の実施の詳細につきましては、その決定次第、金融商品取引所等を通じ速やかに公表い

たします。加えて、対象者は、本公開買付けが成立したものの、公開買付者が対象者の新株予

約権の全てを取得できなかった場合には、公開買付者の要請により、本新株予約権の消却その

他合理的に必要と考える適切な手続を行う場合があります。 

なお、本公開買付けは、本株主総会及び本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。 

本公開買付け及び上記の各手続における金銭の受領及び株式買取請求による買取り等の場合

の税務上の取扱いについては、株主の皆様各自により税務専門家にご確認下さい。 

 

（５）上場廃止となる見込みがある旨及びその理由 

公開買付者は、本公開買付けにおいて取得する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、対象者株式を表章する株券は、ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に

該当した場合、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、当該基準に該当し

ない場合でも、公開買付者は本公開買付けの終了後に、上記「(4) いわゆる二段階買収に関す

る事項について」に記載の手続に従い、公開買付者が対象者の発行済株式（自己株式を除きま

す。）及び新株予約権の全てを所有することを企図しておりますので、その場合には対象者の

株券は上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者株券をジャスダック証券取引所にお

いて取引することができません。 

 

（６）公開買付者と対象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関す

る事項 

公開買付者は、創業者一族から、その所有する対象者株式の全て（創業者一族の所有株式数

は合計 3,015,976 株、所有割合は 21.57％となります。）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。創業者一族のそれぞれが所有し、公開買付者との間で原則として本公開

買付けに応募する旨の同意をしている対象者株式数及びそれらの所有割合は、小野寺裕司氏の

所有株式数 2,611,976 株（所有割合 18.68％）、小野寺眞悟氏の所有株式数 404,000 株（所有割

合 2.89％）となります。 

また、公開買付者は、三菱商事（所有株式数 2,595,888 株、所有割合 18.57％）及び綜通

（所有株式数 1,361,000 株、所有割合 9.74％）との間でそれぞれ公開買付応募契約を締結し、

保有する対象者株式について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。 

 

 

 

 

 



２．買付け等の概要 

（１）対象者の概要                         

① 商 号 株式会社ＬＥＯＣ 

② 主 な 事 業 内 容 

医療機関（病院・医院）・社会福祉施設等及び企業等の給食受託運営、飲

食の提供等、育児支援事業、スポーツ教室・スポーツクラブの運営を行な

うグループ会社の経営の統括・管理 

③ 設 立 年 月 日 平成 15年８月１日 

④ 本 店 所 在 地 東京都渋谷区神宮前四丁目 11番６号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小野寺 裕司 

⑥ 資 本 金 の 額 700百万円（平成20年３月 31日現在） 

⑦ 大株主及び持株比率 

小野寺 裕司 18.65％ 

三菱商事株式会社 18.56％ 

綜通株式会社 9.73％ 

ソデクソ 9.29％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6.36％ 

総合メディカル株式会社 3.57％ 

レオックジャパングル－プ従業員持株会 3.25％ 

小野寺 眞悟 2.88％ 

モルガンスタンレーアンドカンパニーインターナショナル 1.08％ 

ピーエルシー 

（常任代理人モルガン・スタンレー証券株式会社） 

株式会社北海道銀行 0.84％ 

（平成 20年３月 31日現在） 

資 本 関 係 該当事項はありません 

人 的 関 係 
当社の代表取締役である小野寺裕司氏が対象者の代表取

締役社長を兼務しております。 

取 引 関 係 該当事項はありません 

⑧ 
公開買付者と対象者

の 関 係 等 

関連当事者へ 

の 該 当 状 況 
該当事項はありません 

（注）対象者の概要に関する情報は、対象者の第５期有価証券報告書（平成 20年６月27日提出）

に基づき記載しております。 



（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 22日(水曜日)から平成 20年 12月４日(木曜日)まで(30営業日) 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 

該当事項はありません 

 

（３）買付け等の価格 

普通株式  １株につき金500円 

新株予約権  １個につき金１円 

 

（４）買付け等の価格の算定根拠等 

 

① 算定の基礎 

(1)株券 

公開買付者は、本公開買付けにおける対象者株式の本公開買付価格を決定するに当たり、第三

者算定機関としてＥＹＴＡＳに対し、本公開買付価格の決定の参考資料として対象者株式の価

値の評価を依頼し、ＥＹＴＡＳより株式価値算定報告書の提出を受けました。 

ＥＹＴＡＳは、採用すべき算定手法を検討の上、市場株価法、類似会社比準法及びＤＣＦ法に

よる評価を実施しました。その結果は以下の通りです。 

① 市場株価法は、対象会社の株式市場における株価を基に株式価値を判断する方法であり、

公開企業の株式価値評価において最も客観的な評価手法であると考え、市場株価法を採用

しています。市場株価法では、対象者の評価基準日を平成20年10月17日とし、６ヶ月終値

平均株価の±１標準偏差を下限及び上限として、１株当たりの株式価値を165円から214円

と算定いたしました。 

② 類似会社比準法は、同業他社の株価及び財務データを使用するため、実証的な株式価値評

価を行うことが可能になると考え、類似会社比準法を採用しています。類似会社比準法で

は、対象者と事業内容が類似している上場企業の財務指標倍率を求め、その比較を通じて

対象者の株式価値を評価し、１株当たりの株式価値を283円から377円と算定いたしました。 

③ ＤＣＦ法は、企業の将来キャッシュフロー（収益力）に基づく評価手法であり、継続企業

（ゴーイング・コンサーン）の価値評価を行う上で適した手法であると考え、ＤＣＦ法を

採用しています。ＤＣＦ法では、買付者の観点から対象者の将来予測や事業計画等の諸要

素を前提とし、対象者の事業が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や株式価値を評価し、１株当たりの株式価値を488

円から572円と算定いたしました。 

 

公開買付者は、上記の市場株価法、類似会社比準法及びＤＣＦ法による株式価値評価を比較検

討いたしました。その中で、対象者の代表取締役社長自らが代表者を務める公開買付者である

ことから公開買付者は対象者の事業内容を熟知していること、公開買付者は対象者に対する

デューデリジェンス及びインタビューを実施し、将来計画に関する分析に関して対象者と協議

して確認することが可能であったことなどを総合的に勘案し、市場における対象者株式の評価

だけでなく、将来に亘る収益力に基づくＤＣＦ法による株式価値評価も考慮すべきと判断いた

しました。 

その結果、本公開買付けが上場廃止を企図し既存株主への影響が大きいことや、対象者による

本公開買付けに対する賛同の可否及び本公開買付けの見通し及び対象者の財務状況等も勘案し、

既存株主に対してプレミアムを付加した買付価格を提示することが相当であると判断し、対象

者との協議・交渉の結果も踏まえた上で、公開買付者は、平成20年 10月 20日に、500円を買

付価格とすることを決定いたしました。 

なお、本公開買付価格は、本公開買付けの開始を決議した日の前営業日（平成 20年 10月 17



日）までのジャスダック証券取引所における対象者株式の終値の１ヶ月平均値約 140円（小数

点以下四捨五入）、３ヶ月平均値約 169円（小数点以下四捨五入）、６ヶ月平均値約 189円

（小数点以下四捨五入）に対して、それぞれ約256.4％、約 195.9％、約164.5％のプレミアム

を加えた価格であります。 

(2)新株予約権 

本公開買付けの対象には、新株予約権も含まれますが、平成 20年６月 30日現在における新株

予約権の１株当たりの行使価格は 794円であり、本公開買付けの普通株式１株当たりの買付価

格 500円を上回っております。 

また、本公開買付けの対象となる新株予約権は、対象者又はその子会社若しくは関係会社の役

員等又は従業員等に対するストックオプションとして発行されたものであり、①新株予約権者

は、任期満了等の正当な理由による退任、定年又は関係会社への移籍の場合以外には、対象者

の取締役又は従業員等の地位を失った場合には新株予約権を行使できないものとされ、また②

権利の譲渡及び相続は認められておりません。そのため、公開買付者は本公開買付けにより、

当該新株予約権を買付けたとしても、これを行使することができないと解されることから、上

記の通り、新株予約権の買付価格を１個当たり１円と決定しました。 

 

②  算定の経緯 

（買付価格の決定に至る過程） 

公開買付者は、平成20年８月頃から対象者の事業内容等の調査を開始し、創業者及び対象者

経営陣と、対象者の中長期的な企業価値の向上のため、経営の問題や将来の可能性について協

議してまいりました。 

対象者の採りうる様々な経営の選択肢を検討し、その結果、更なる対象者の事業発展・企業価

値の向上のためには、急激に変化する経営環境に対応し、短期的な業績の変動にとらわれずに、

今後の対象者の持続的成長を可能とする企業体質を構築する必要があります。そのためには、

対象者を非公開化し、このような経営方針を中長期的に支援することができるネットワーク、

信用力等に優れている中核的安定株主の下で、対象者経営陣による経営を維持しつつ、新たな

事業戦略を展開していくことが重要であるとしてマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法

が最善であるとの判断に至りました。 

マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）を実施するにあたり、公開買付者は対象者の株式価値の

算定を行うため、平成 20年 10月 17日付で第三者算定機関であるＥＹＴＡＳより、対象者の株

式価値算定報告書を取得しております。 

ＥＹＴＡＳが対象者の株式評価算定に用いた手法は、市場株価法、類似会社比準法及びＤＣＦ

法であり、それぞれの手法において算定された対象者株式１株当たりの価値の範囲は以下のと

おりです。 

① 市場株価法は、対象会社の株式市場における株価を基に株式価値を判断する方法であり、

公開企業の株式価値評価において最も客観的な評価手法であると考え、市場株価法を採用

しています。市場株価法では、対象者の評価基準日を平成20年10月17日とし、６ヶ月終値

平均株価の±１標準偏差を下限及び上限として、１株当たりの株式価値を165円から214円

と算定いたしました。 

② 類似会社比準法は、同業他社の株価及び財務データを使用するため、実証的な株式価値評

価を行うことが可能になると考え、類似会社比準法を採用しています。類似会社比準法で

は、対象者と事業内容が類似している上場企業の財務指標倍率を求め、その比較を通じて

対象者の株式価値を評価し、１株当たりの株式価値を283円から377円と算定いたしました。 

③ ＤＣＦ法は、企業の将来キャッシュフロー（収益力）に基づく評価手法であり、継続企業

（ゴーイング・コンサーン）の価値評価を行う上で適した手法であると考え、ＤＣＦ法を

採用しています。ＤＣＦ法では、買付者の観点から対象者の将来予測や事業計画等の諸要

素を前提とし、対象者の事業が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や株式価値を評価し、１株当たりの株式価値を488

円から572円と算定いたしました。 

 

公開買付者は、上記の市場株価法、類似会社比準法及びＤＣＦ法による株式価値評価を比較検

討いたしました。その中で、対象者の代表取締役社長自らが代表者を務める公開買付者である

ことから公開買付者は対象者の事業内容を熟知していること、公開買付者は対象者に対する

デューデリジェンス及びインタビューを実施し、将来計画に関する分析に関して対象者と協議

して確認することが可能であったことなどを総合的に勘案し、市場における対象者株式の評価

だけでなく、将来に亘る収益力に基づくＤＣＦ法による株式価値評価も考慮すべきと判断いた

しました。 

その結果、本公開買付けが上場廃止を企図し既存株主への影響が大きいことや、対象者による

本公開買付けに対する賛同の可否及び本公開買付けの見通し及び対象者の財務状況等も勘案し、

既存株主に対してプレミアムを付加した買付価格を提示することが相当であると判断し、対象

者との協議・交渉の結果も踏まえた上で、公開買付者は、平成20年 10月 20日に、500円を買

付価格とすることを決定いたしました。 

なお、本公開買付価格は、本公開買付けの開始を決議した日の前営業日（平成 20年 10月 17

日）までのジャスダック証券取引所における対象者株式の終値の１ヶ月平均値約 140円（小数

点以下四捨五入）、３ヶ月平均値約 169円（小数点以下四捨五入）、６ヶ月平均値約 189円

（小数点以下四捨五入）に対して、それぞれ約256.4％、約 195.9％、約164.5％のプレミアム

を加えた価格であります。 

 

（買付価格の公正性を担保するための処置について） 

上記公開買付者における本公開買付価格の算定に対して、対象者の取締役会は、本公開買付

価格の公正性を担保するために、対象者及び公開買付者から独立した第三者算定機関かつ対象

者のフィナンシャル・アドバイザーとして株式会社ラザードフレールを選任し、対象者の株式

価値算定を依頼した後、平成 20 年 10 月 20 日、対象者算定機関より、株式価値算定書（評価基

準日：平成 20 年 10 月 17 日）を取得しました。それとともに、対象者が当該提案を検討するに

あたり、法律顧問として、対象者及び公開買付者から独立した第三者機関である大江橋法律事

務所を指名し、本取引に関する法的助言について依頼しました。対象者は、平成 20 年 10 月 20

日開催の取締役会において、対象者算定機関の株式価値算定書及び大江橋法律事務所から平成

20 年 10 月 20 日付で提出された法律意見書を踏まえ、本公開買付けを含む本取引の是非及び本

公開買付価格を含む諸条件について慎重に協議・検討した結果、本取引が対象者の中長期的か

つ持続的な企業価値の向上に資するものであるとともに、本公開買付価格その他の諸条件は妥

当であり、対象者の株主の皆様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

ものであると判断したため、賛同決議を行うに至りました。なお、対象者は、対象者算定機関

その他の評価機関からフェアネスオピニオンの取得は行っておりません。 

 

対象者の代表取締役社長を務める小野寺裕司氏は、本日現在において公開買付者の発行済株

式の全てを保有し、かつ公開買付者の代表取締役であり、利益相反のおそれがあることから、

また、対象者の代表取締役会長を務める小野寺眞悟氏は、小野寺裕司氏の親族であり、利益相

反の可能性を否定することはできないことから、平成 20 年８月１日開催の対象者の取締役会以

降（小野寺裕司氏については本公開買付けを含む対象者の発行済株式（但し、自己株式を除き

ます。）及び新株予約権の全部を取得することにより対象者株式を非上場化させるための一連

の取引についての初期的な意向を提示した後）は、賛同決議その他本取引にかかる対象者の取

締役会における審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立場において公開買付者と

の協議・交渉には参加しておりません。さらに、対象者の取締役である有吉純夫氏及び三宅示



修氏は公開買付者との間で公開買付応募契約を締結することとなった三菱商事の従業員であり、

また、対象者の取締役である三好幸彦氏は公開買付者との間で公開買付応募契約を締結するこ

ととなった綜通の代表取締役社長を兼務しており、利益相反のおそれがあることから、賛同決

議にかかる対象者の取締役会における審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立場

において公開買付者との協議・交渉には参加しておりません。 

賛同決議には、利益相反のおそれのある小野寺裕司氏、小野寺眞悟氏、有吉純夫氏、三宅示

修氏及び三好幸彦氏を除き、対象者の取締役の全員が出席し、決議に参加した取締役のうちジ

ル・マエ氏以外の取締役の一致で本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することを決議しま

した。 

なお、ジル・マエ氏は、①対象者がおかれている財務及び市場環境に鑑みれば、マネジメン

ト・バイアウト（ＭＢＯ）の手法により行われる本公開買付けによっては、対象者が現在直面

する経営上及び財務上の既存の問題点の解決にはつながらず、むしろさらなる財務的負担を生

み、対象者の将来の発展に消極的な影響を与えると考える、②本取引により、対象者の主要株

主である三菱商事、綜通及び Sodexo と築き上げた現行の重要な関係性を失うおそれがある、し

たがって、対象者は、こうした株主に関連するいくつかの重要な顧客や核となるマネージャー

や従業員を失うリスクに直面するおそれがあり、またこうした株主との関係から得ている高い

市場での評価を失うおそれがあり、対象者の将来の発展に消極的な影響を与えるおそれがある

と考える、③過去の検討経緯や対象者の企業価値に鑑みれば、本公開買付けの価格は低すぎる、

したがって、対象者は対象者の将来に利益となり対象者のより高い価値を実現するようなビッ

ダーからの他の提案を求めるべきである等の意見を述べた上、本公開買付けは対象者並びに対

象者の少数株主、顧客、取引先・仕入先及び従業員を含むステークホルダーの利益に資するも

のではないとして、本公開買付けに反対する旨の意見を表明しております。 

一方、ジル・マエ氏以外の取締役は、①本公開買付けの価格その他の諸条件は妥当であり、

平成 18 年以降に発表されたマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）事例におけるプレミアムの実

績と比較しても相当程度上回る水準（前営業日である平成 20年 10 月 17 日に対して 342.5%のプ

レミアム）でもあり、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

するものであると考えており、また、他の買付者による買付けの機会を確保する観点から、公

開買付期間を比較的長期間である 30 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、他の買付者と対象者の接触等を制限するような内

容の合意等は行っておらず、第三者からの買付けの機会を確保している。このような点を考慮

して、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ものである。また、②対象者の

企業価値を中長期的に検討した場合、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判断でき、また本取引を通じて、より柔軟かつ迅速な事業戦略

の実行が可能となる体制を構築でき、本取引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。加えて、③対象者の主要株主である三菱商事及び綜通は、本公開買付けにつき

応募契約を締結し、本公開買付けに賛同する旨を表示しているが、両社と対象者との間で長年

にわたり構築された信頼関係等に鑑みれば、今後も対象者として両社との間で取引関係等をは

じめとした事業上の緊密な関係維持を図り得るものであり、今後両社との株主関係が解消され

たとしても事業面への影響は極めて限定的と考えられる。これらの理由から、本公開買付けに

賛同する旨の意見を表明しております。その結果、賛成多数により、対象者の取締役会は本公

開買付けに賛同する旨の意見を表明することを決議しています。 
また、当該取締役会においては、社外監査役を含む対象者監査役の全員が出席し、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。また、対象者監査役会からも本公開買付けを実施することに関し、同意を

得ております。 

 



（５）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 

9,193,000（株） 9,193,000（株） －（株） 

（注1） 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の下限」（9,193,000 株、以下「買付予定数の下限」といいま

す。）に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買

付予定数の下限（9,193,000株）以上のときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

（注2） 本公開買付けの買付予定の株券等の普通株式に換算した数は、対象者の第６期第１四半期報告

書（平成 20 年８月 14 日提出）に記載された平成 20 年８月 14 日現在の発行済株式総数

（13,979,664 株）に、平成 20 年７月１日以降公開買付期間末日までに、本新株予約権の行使

により発行又は移転（以下「発行等」といいます。）した又は発行等される可能性のある対象

者普通株式の最大数（278,000 株）を加えた株式数（14,257,664 株）から同四半期報告書に記

載された平成 20 年３月 31 日現在において対象者が保有する自己株式数（469,237 株）を控除

した株式数（13,788,427 株）に３分の２を乗じた株式数（約 9,192,284.667 株）に相当する単

元未満に係る数を切り上げた株式数（9,193,000株）です。 

（注3） 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4） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。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（下記「(11) 公開買付代理人」に

おいて記載されるものをいいます。）を通じて株式会社証券保管振替機構（以下「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には、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収請求権が行使された場合には、対象者は法

令の手続に伴い公開買付期間中に自己の株式を買取ることがあります。 

（注5） 公開買付期間末日までに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

される対象者株式についても本公開買付けの対象とします。 

（注6） 対象者の第６期第１四半期報告書（平成 20 年８月 14 日提出）に記載された数値を基準とする

と、本公開買付けにより公開買付者が取得する株券等の数の最大の数は、平成 20 年８月 14 日

現在の発行済株式総数（13,979,664 株）に、平成 20 年７月１日以降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普通株式の最大数

（278,000 株）を加えた株式数（14,257,664 株）から平成 20 年３月 31 日現在において対象者

が保有する自己株式数（469,237 株）を控除した株式数（13,788,427 株）（以下「最大買付株

式数」といいます。）です。 

 

（６）買付け等による株券等所有割合の異動 

買付け等前における 

公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 
0個 

（買付け等前における 

株券等所有割合 0.00％） 

買付け等前における 

特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 
2,611個 

（買付け等前における 

株券等所有割合19.35％） 

買付予定の株券等に係る議決権の数 9,193個 
（買付け等後における 

株券等所有割合66.67％） 

対象者の総株主の議決権の数 13,495 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（9,193,000

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、特別関係者が所有する

株券等に係る議決権の数を記載しております。但し、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、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、「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」は分子に加算しておりません。 

（注3） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の第６期第１四半期報告書（平成 20 年８月 14

日提出）に記載された平成 20 年３月 31 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新株予約権が公開買付期間末日までに行使されることにより発

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、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」

の計算においては、同四半期報告書に記載された平成 20 年８月 14 日現在の発行済株式総数

（13,979,664 株）に、平成 20 年７月１日以降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普通株式の最大数（278,000 株）を加

えた株式数（14,257,664 株）から同四半期報告書に記載された平成 20年３月 31日現在におい

て対象者が保有する自己株式数（469,237 株）を控除した株式数（13,788,427 株）に係る議決

権の数 13,788個を分母として計算しております。 

（注4） 「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、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の下限（9,193,000 株）以上の場合には、応募

株券等の全部の買付け等を行いますので、「買付け等後における株券等所有割合」は最大で

100.00％となる可能性があります。なお、対象者の最大買付数（普通株式 13,510,427 株及び

新株予約権 278 個）に係る議決権の数は 13,788 個（新株予約権に係る議決権を除く数は、

13,510 個）です。 

 

（７）買付代金  4,596,500,000円 

（注）買付代金は、応募株券等の全部が普通株式であったと仮定した場合の金額として、買付予定

数（9,193,000 株）に１株当たりの買付価格を乗じた金額です。なお、最大買付株式数

（13,788,427 株）を買付けた場合の買付代金は 6,894,213,500 円、買付け等に要する資金

等の合計額は7,047,213,500円になります。 

 

（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 

三菱ＵＦＪ証券株式会社    東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 

 

②  決済の開始日 

平成 20年 12 月 11日(木曜日) 

 

③  決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、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(外国人株

主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応

募株主等の指定した場所へ送金します。 

 

（９）その他買付け等の条件及び方法 



① 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、以下「法」といいます。）27 条

の 13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 

応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（9,193,000 株）に満たないときは、応募株券等の

全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限以上のときは、応募

株券等の全部の買付け等を行います。 

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含み、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発生した場合は、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、

当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、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、

以下「府令」といいます。）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いたします。但し、当該公告を公開買付期間末日までに行う

ことが困難である場合には、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、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。 

 

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及び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。但し、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 

公開買付者は、公開買付期間中、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。 

この場合は、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します。

但し、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、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等を行い

ます。 

 



⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

公開買付者が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 

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、米国内において若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若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、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、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内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。買付け若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若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ないこと（当該他の者が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 22日（水曜日) 

 

（11）公開買付代理人   三菱ＵＦＪ証券株式会社 

 

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 

対象者は平成 20 年 10 月 20 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

しています。本公開買付けについては、公開買付者の代表取締役及び対象者の代表取締役社長

である小野寺裕司氏は、本公開買付けに応募する予定ですが、本公開買付けにおいて保有する



対象者の普通株式を売却することによって受領した金額から、税金やその他の諸経費を控除し

た金額の大部分を、公開買付者に対して出資する予定です。 

 

（2）公開買付者が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、創業者である対象者の代表取締役会長の小野寺眞悟氏が、昭和 58 年に北海道にお

いて医療機関や福祉施設向けに給食受託等を提供することを目的に株式会社メディカルサポー

ト（現在の株式会社レオック北日本）として創業いたしました。その後、北日本地域での給食

事業での事業規模を拡大させるとともに、平成９年には埼玉県熊谷での受託を契機に関東圏へ

進出いたしました。平成 11 年には、日本証券業協会に登録銘柄として株式を登録（平成 16 年

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）し、社会的な知

名度の向上や資金調達力を向上させることとなりました。平成 12 年には、総合メディカル株式

会社との業務提携及び株式会社メディフーズの子会社化を通して、福岡を中心とする九州地区

での基礎を構築することとなりました。平成 13 年 10 月には三菱商事及び給食委託の世界的な

大手企業である仏 Sodexo 等が出資するソデックス社及び同社の子会社３社と合併することで、

社名をソデッソジャパン株式会社に変更するとともに、医療機関や福祉施設からの給食事業の

受託が多かった対象者と事業会社からの給食事業の受託の多かったソデックス社との間で事業

分野を補完するとともに事業規模の拡大を実現しました。また、平成 14 年７月には、株式会社

ダイエーから同社グループを含め全国約 400 ヵ所で事業所や大学、官庁の給食事業を受託して

おり、特に近畿地区に大きな事業基盤を持つ株式会社キャプテンクックを買収し、同年８月に

も主として事業会社からの給食事業を受託していた株式会社全食を完全子会社化することで、

更なる事業基盤の拡充を図りました。そして、平成 15 年８月には、これまでの企業買収により

生じていた営業地域や事業領域の重複や機関決定の複雑化の解消を図る目的で、株式移転によ

り株式会社レオックジャパンを設立し、同年 10 月には会社分割により各地域事業会社に再編し

レオックジャパングループといたしました。 

加えて、平成 16 年 10 月には、東海地方へ進出するに際し、東海旅客鉄道株式会社等との合

弁会社として株式会社レオック東海を設立することで同地域への進出を果たしました。一方、

平成 18 年９月に既存事業の補完を行うとともに新たな事業の柱とも成りうる介護サービス事業

へ進出するため、株式会社ライフコミューンの買収を行いましたが、介護サービス事業を取り

巻く業界環境の変化並びに対象者の財務体質の悪化を踏まえ経営資源を主力である給食事業へ

集中をすべきと判断し、平成 20年９月 12日付で同社株式を全て売却いたしました。 

平成 19 年４月には持株会社体制下における事業領域別の管理体制並びに機動性をより強化す

べく、中間持株会社として株式会社レオックジャパンを子会社の共同株式移転を通じて設立す

ることで、現在のグループ企業体制に至っております。 

なお、現在では、北海道、関東、西日本を中心に、平成 20 年６月末時点で 1,718 事業所との

契約を締結するに至っております。 

 

しかしながら、昨今の対象者を取り巻く環境は、従前にも増して厳しさを増してきています。

具体的には、エネルギー・天然資源の高騰や輸出の増勢鈍化を受けた国内景気の停滞、米国の

サブプライムローン問題を端緒とした国際金融市場の混乱、燃料や光熱費の上昇等の事業運営

コストの増加、パート労働法の改正による人件費の上昇、食肉偽装や食品虚偽表示等食品に対

する消費者の不安感の増加、年金問題等の政治不安の顕在化等が対象者の事業の成長性や収益

性に悪影響を与える可能性があります。その結果、委託先企業から対象者が提供する給食サー

ビスに対する対価の引下げ要求の高まりの一方で、仕入れ業者からの食材費の上昇を踏まえた

仕入れ値の引上げ要求への対応、人件費の上昇への対応、及び原油価格の上昇による物流費の

上昇への対応が求められる等、業界全体が厳しい競争にさらされている状況となっております。



また、食肉偽装問題や事故米問題等食品に対する厳しい目を消費者が持たざるを得ない事件が

近年立て続けに起こり、給食受託事業者として、取扱食材の厳格な品質管理や、生産者・産地

及び仕入れルート等のトレーサビリティの強化等に対してもコストをかけて対応することが不

可避な状況となってきています。そのような状況下では、余分なコストを徹底的に削減すると

ともに、事業規模を一定以上確保することによる規模のメリットを生かした収益性の向上が事

業継続上必要になると考えております。 

また、対象者の携わっている医療機関及び介護施設向けの給食においては、国策としての医

療費削減の方針の下、最近では平成 18 年に病院給食や介護施設での給食における食事費算定基

準の変更がありましたが、今後も患者や施設利用者自身の負担割合は増加傾向をたどると考え

られており、病院や介護施設での給食に対する一食あたりの価格引下げ要求は今後も継続する

と考えています。 

一方、老人介護施設向けの給食に関しては、高齢化の進む中、老人介護施設の新設数は増加

しており、市場自体が拡大すると見込まれている反面、施設ごとや消費者ごとの価格水準や食

材のグレードに対して多用なニーズを満たすことが求められてきていることや異業種の大規模

資本を有する企業を含む多数の企業が積極的に参入してきていること等から、収益性を確保す

ることは益々困難になってきています。 

加えて、事業会社からの給食事業の受託に関しては、上述の通り国内企業全体としての景況

感が良くないこともあり、対象者への委託企業におけるコスト削減の圧力が対象者の提供する

給食事業の収益性に対しても悪影響を及ぼすものと見ており、例えば、受託期間の短期化や頻

繁な競争入札による受託契約の利益率の低下により、従来の事業の運営方法では今後の収益の

拡大を見込むことは大変難しい状況にあります。 

 

このような環境変化の下、対象者は、過去、幾度のＭ＆Ａを経て現在の事業規模まで拡大を

図るとともに、買収後の子会社等の物流や食材等の仕入れに関して、既存事業所との物流の共

通化による効率化や食材の一括仕入れを進めることで、事業規模の拡大と規模のメリットを生

かした収益性の改善に向けた努力を重ねてきました。それ以外にも、対象者のグループ体制を

地域事業会社への権限委譲による機動的且つ現場に近い事業運営が可能なものとし、新規案件

受託の見積精度の向上による新規受託案件の収益性向上、教育・研修システムの整備による短

期間での効率的な人材育成及び人件費の抑制にも取り組んでまいりました。 

加えて、今後の高収益及び高付加価値サービスの提供のためのプラットフォームにすべく、

対象者の孫会社にあたる株式会社レオックフーズを通じて、関東圏において食材の一括仕入れ

やトレーサビリティの向上を推進してまいりました。 

 

また、給食利用者の近年の健康や食に対する意識の高まりが給食事業分野での顕著な動向と

なってきており、食材の品質への関心、個人の嗜好に合わせた多数なメニューへの要望、更に

は健康管理の付加価値サービスの要望等の観点からのサービスやアドバイスの提供といった対

応も求められるに至っております。具体的には、主要な食材に対するトレーサビリティの確保、

地域性や年齢による相違を含む様々な食事の嗜好や体質や病歴に応じた多様なメニューの開発、

特定検診や保健指導の義務化に対応した付加的なアドバイスの提供等に対応すべく、優良な食

材納入業者の選択やチェック体制の構築、多様なメニューや医学及び栄養学的な裏づけのある

メニューの開発、パート社員を含む従業員の専門知識水準の向上への経営資源の投入が必要に

なると考えております。 

 

このような環境下においても、対象者の、創業時からの企業文化である、食を通して人々の

生活の質“クオリティ オブ ライフ”の向上に役立ち、社会に貢献していくという姿勢には変

わりなく、安易な価格競争やサービスの質と引き換えに一時的なコスト削減で対応することは、



既存の取引先をはじめとする対象者の顧客への解決策にはならないと考えております。そのた

めには、一時的には多額のコストが発生するものの、将来的な企業価値の向上に向けた、サー

ビスレベルを向上させるための研修や教育体制構築への投資、より良い食材を利用した消費者

の最新のニーズを反映した新メニュー開発への投資等を積極的に行っていくことが不可欠とな

ります。 

 

しかしながら、これらを含む様々な経営環境に対して、対象者の有する経営資源は十分とは

いえず、場合によっては対象者の経営の根幹を揺るがしかねないリスクのある大変厳しい状況

にあるといえます。加えて、近時は、実際の食材費の高騰等において吸収しきれなくなったコ

スト上昇を受けて、やむを得ず取引先に対して価格交渉を依頼せざるを得ない状況となってお

ります。 

 

公開買付者の代表取締役及び対象者の代表取締役社長である小野寺裕司氏は、このような厳

しい経営環境を踏まえ、長期的な対象者のステークホルダーの方々へより貢献し、企業価値を

向上させるための施策について検討を行ってきた結果、経営管理体制、営業体制及び取引先の

選別、並びに将来的な競争力向上のための投資が不可欠であるとの結論に至りました。 

 

具体的には、以下の施策が必要であると判断しました。 

① 経営陣が迅速且つ果敢に意思決定できる、効率的な経営体制を構築する。 

② 本社機能を縮小し、効率的な経営を行う。 

③ 営業力の強化が対象者の持続的な成長には不可欠と考えており、一時的には人件費や教育・

研修コストの増加となるものの、営業人員の増員及び適正配置による営業体制の強化を図る。 

④ 食材の仕入れや効率的な人員配置が困難である等の理由で収益性の改善の見込めない不採算

取引に関しては、一時的には売上の減少や撤退に伴うコストがかかったとしても適切なタイ

ミングで撤退する。 

⑤ これまでも食材の品目ごとに可能な限りメーカーを統一することでコスト削減を図ってきた

が、今後は更に対象品目数を増加させることにより、品質の均一性の向上、及び一括購入に

よる効率的且つ規模のメリットを生かしたより一層のコスト削減を実現する。 

⑥ 現在は全国３地区のみに留まっている物流センターの利用を、全国の他の地域にも展開して

いくことで物流の効率化を図る。 

⑦ 医療、介護、栄養学、健康管理や衛生管理等の専門知識の習得に向けた研修・教育システム

を構築する。また、多様な消費者の要望に対してきめ細かなメニューやアドバイスを提供で

きる社内システムを構築する。 

 

給食業界を取り巻く環境が厳しくなるとともに、競合業界他社の事業構造の変革や経営体力

の強い大手企業への集約の流れが加速する中、対象者としても、過去の経営実績に比較し成果

の実現の不確定性が高いと思われる上記の施策を可及的速やかに実施することによる将来的な

企業競争力の向上が必要となっています。 

 

対象者は、上記の通り、平成 11 年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等、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、対象者の現在の経営実績及び財務状況に鑑みると、今後エクイティ・ファ

イナンスによる上記施策の実行に対する十分な資金の調達はより困難になるものと考えられ、

また、信用力の向上等の観点においても、対象者は長年、事業活動を継続してきていることか

ら、その知名度や信用力も既に十分備わっているものと考えられます。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、かかる費用は今後も更に増大する

ことが予想されることから、これら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。 

加えて、上記施策を実施した場合に想定される業績並びに収益性の悪化の程度如何では、株

価の影響も含め、株主の皆様に、一時的であってもご迷惑をおかけする可能性もあります。 

 

以上の通り、対象者の企業価値を中長期的に検討した場合、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判断せざるを得ず、また、本取引を通

じて、より柔軟かつ迅速な事業戦略の実行が可能となる体制を構築しつつ、中長期的な視点の

下で上記の施策を速やかに実施することができると判断し、本取引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。 

以上の検討内容に加えて、公開買付者は、対象者経営陣と協議の上、さらには、フィナン

シャル・アドバイザーであるＥＹＴＡＳから受けた本取引の実現可能性等に関する助言を踏ま

え検討した結果、株主の皆様にその所有する株式の売却の機会をご提供するとともに、マネジ

メント・バイアウトである本取引を行うことによって、対象者の抜本的な経営改革を実現する

ことが、対象者の企業価値の更なる向上に資するとの結論に至ったことから、本公開買付けの

実施を決定いたしました。 

 

（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対象者株式の本公開買付価格を決定するに当たり、第

三者算定機関としてＥＹＴＡＳに対し、本公開買付価格の決定の参考資料として対象者株式の

価値の評価を依頼し、ＥＹＴＡＳより平成 20 年 10 月 17 日に提出された対象者の株式価値算定

報告書（評価基準日：平成 20年 10月 17日）を参考に、慎重に検討いたしました。 

ＥＹＴＡＳが対象者の株式評価算定に用いた手法は、市場株価法、類似会社比準法及びＤＣ

Ｆ法であり、それぞれの手法において算定された対象者株式１株当たりの価値の範囲は以下の

とおりです。 

① 市場株価法は、対象会社の株式市場における株価を基に株式価値を判断する方法であり、

公開企業の株式価値評価において最も客観的な評価手法であると考え、市場株価法を採用

しています。市場株価法では、対象者の評価基準日を平成20年10月17日とし、６ヶ月終値

平均株価の±１標準偏差を下限及び上限として、１株当たりの株式価値を165円から214円

と算定いたしました。 

② 類似会社比準法は、同業他社の株価及び財務データを使用するため、実証的な株式価値評

価を行うことが可能になると考え、類似会社比準法を採用しています。類似会社比準法で

は、対象者と事業内容が類似している上場企業の財務指標倍率を求め、その比較を通じて

対象者の株式価値を評価し、１株当たりの株式価値を283円から377円と算定いたしました。 

③ ＤＣＦ法は、企業の将来キャッシュフロー（収益力）に基づく評価手法であり、継続企業

（ゴーイング・コンサーン）の価値評価を行う上で適した手法であると考え、ＤＣＦ法を

採用しています。ＤＣＦ法では、買付者の観点から対象者の将来予測や事業計画等の諸要

素を前提とし、対象者の事業が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や株式価値を評価し、１株当たりの株式価値を488

円から572円と算定いたしました。 

 

公開買付者は、上記の市場株価法、類似会社比準法及びＤＣＦ法による株式価値評価を比較



検討いたしました。その中で、対象者の代表取締役社長自らが代表者を務める公開買付者であ

ることから公開買付者は対象者の事業内容を熟知していること、公開買付者は対象者に対する

デューデリジェンス及びインタビューを実施し、将来計画に関する分析に関して対象者と協議

して確認することが可能であったことなどを総合的に勘案し、株式市場における対象者株式の

評価だけでなく、将来に亘る収益力に基づくＤＣＦ法による株式価値評価も考慮すべきと判断

いたしました。 

その結果、本公開買付けが上場廃止を企図し既存株主への影響が大きいことや、対象者によ

る本公開買付けに対する賛同の可否及び本公開買付けの見通し及び対象者の財務状況等も勘案

し、既存株主に対してプレミアムを付加した買付価格を提示することが相当であると判断し、

対象者との協議・交渉の結果も踏まえた上で、公開買付者は、平成 20 年 10 月 20 日に、500 円

を買付価格とすることを決定いたしました。 

なお、本公開買付価格は、本公開買付けの開始を決議した日の前営業日（平成 20 年 10 月 17

日）までのジャスダック証券取引所における対象者株式の終値の１ヶ月平均値約 140 円（小数

点以下四捨五入）、３ヶ月平均値約 169 円（小数点以下四捨五入）、６ヶ月平均値約 189 円

（小数点以下四捨五入）に対して、それぞれ約 256.4％、約 195.9％、約 164.5％のプレミアム

を加えた価格であります。 

本公開買付けの対象には、新株予約権も含まれますが、平成 20 年６月 30 日現在における新

株予約権の１株当たりの行使価格は 794 円であり、本公開買付けの普通株式１株当たりの買付

価格 500 円を上回っております。また、本公開買付けの対象となる新株予約権は、対象者又は

その子会社若しくは関係会社の役員等又は従業員等に対するストックオプションとして発行さ

れたものであり、①新株予約権者は、任期満了等の正当な理由による退任、定年又は関係会社

への移籍の場合以外には、対象者の取締役又は従業員等の地位を失った場合には新株予約権を

行使できないものとされ、また②権利の譲渡及び相続は認められておりません。そのため、公

開買付者は本公開買付けにより、当該新株予約権を買付けたとしても、これを行使できないと

解されることから、本公開買付けの対象となる新株予約権の買付価格は１個当たり１円と設定

しております。 

公開買付者の代表取締役及び対象者の代表取締役社長である小野寺裕司氏は、平成 20 年８月

１日開催の対象者の取締役会において、本公開買付けについての初期的な意向の提示を行いま

した。その後、小野寺裕司氏は、対象者と本公開買付けにかかる具体的な協議を重ね、この度、

平成 20 年 10 月 20 日開催の対象者の取締役会において、公開買付者が本公開買付けを含む本取

引の実行を検討している旨、本取引を行う理由及びその内容並びにその他本公開買付けについ

て小野寺裕司氏及び小野寺眞悟氏が有する利害関係について詳細な説明を行い、本公開買付け

を含む本取引に関する具体的な条件を含む最終提案を行いました。 

一方、対象者の取締役会は、本公開買付価格の公正性を担保するために、対象者及び公開買

付者から独立した第三者算定機関かつ対象者のフィナンシャル・アドバイザーとして株式会社

ラザードフレールを選任し、対象者の株式価値算定を依頼した後、平成 20 年 10 月 20 日、対象

者算定機関より、株式価値算定書（評価基準日：平成 20 年 10 月 17 日）を取得しました。それ

とともに、対象者が当該提案を検討するにあたり、法律顧問として、対象者及び公開買付者か

ら独立した第三者機関である大江橋法律事務所を指名し、本取引に関する法的助言について依

頼しました。対象者は、平成 20 年 10 月 20 日開催の取締役会において、対象者算定機関の株式

価値算定書及び大江橋法律事務所から平成 20 年 10 月 20 日付で提出された法律意見書を踏まえ、

本公開買付けを含む本取引の是非及び本公開買付価格を含む諸条件について慎重に協議・検討

した結果、本取引が対象者の中長期的かつ持続的な企業価値の向上に資するものであるととも

に、本公開買付価格その他の諸条件は妥当であり、対象者の株主の皆様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判断したため、賛同決議を行うに至りま

した。なお、対象者は、対象者算定機関その他の評価機関からフェアネスオピニオンの取得は



行っておりません。 

 

対象者の代表取締役社長を務める小野寺裕司氏は、本日現在において公開買付者の発行済株

式の全てを保有し、かつ公開買付者の代表取締役であり、利益相反のおそれがあることから、

また、対象者の代表取締役会長を務める小野寺眞悟氏は、小野寺裕司氏の親族であり、利益相

反の可能性を否定することはできないことから、平成 20 年８月１日開催の対象者の取締役会以

降（小野寺裕司氏については本公開買付けを含む対象者の発行済株式（但し、自己株式を除き

ます。）及び新株予約権の全部を取得することにより対象者株式を非上場化させるための一連

の取引についての初期的な意向を提示した後）は、賛同決議その他本取引にかかる対象者の取

締役会における審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立場において公開買付者と

の協議・交渉には参加しておりません。さらに、対象者の取締役である有吉純夫氏及び三宅示

修氏は公開買付者との間で公開買付応募契約を締結することとなった三菱商事の従業員であり、

また、対象者の取締役である三好幸彦氏は公開買付者との間で公開買付応募契約を締結するこ

ととなった綜通の代表取締役社長を兼務しており、利益相反のおそれがあることから、賛同決

議にかかる対象者の取締役会における審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立場

において公開買付者との協議・交渉には参加しておりません。 

賛同決議には、利益相反のおそれのある小野寺裕司氏、小野寺眞悟氏、有吉純夫氏、三宅示

修氏及び三好幸彦氏を除き、対象者の取締役の全員が出席し、決議に参加した取締役のうちジ

ル・マエ氏以外の取締役の一致で本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することを決議しま

した。 

なお、ジル・マエ氏は、①対象者がおかれている財務及び市場環境に鑑みれば、マネジメン

ト・バイアウト（ＭＢＯ）の手法により行われる本公開買付けによっては、対象者が現在直面

する経営上及び財務上の既存の問題点の解決にはつながらず、むしろさらなる財務的負担を生

み、対象者の将来の発展に消極的な影響を与えると考える、②本取引により、対象者の主要株

主である三菱商事、綜通及び Sodexo と築き上げた現行の重要な関係性を失うおそれがある、し

たがって、対象者は、こうした株主に関連するいくつかの重要な顧客や核となるマネージャー

や従業員を失うリスクに直面するおそれがあり、またこうした株主との関係から得ている高い

市場での評価を失うおそれがあり、対象者の将来の発展に消極的な影響を与えるおそれがある

と考える、③過去の検討経緯や対象者の企業価値に鑑みれば、本公開買付けの価格は低すぎる、

したがって、対象者は対象者の将来に利益となり対象者のより高い価値を実現するようなビッ

ダーからの他の提案を求めるべきである等の意見を述べた上、本公開買付けは対象者並びに対

象者の少数株主、顧客、取引先・仕入先及び従業員を含むステークホルダーの利益に資するも

のではないとして、本公開買付けに反対する旨の意見を表明しております。 

一方、ジル・マエ氏以外の取締役は、①本公開買付けの価格その他の諸条件は妥当であり、

平成 18 年以降に発表されたマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）事例におけるプレミアムの実

績と比較しても相当程度上回る水準（前営業日である平成 20 年 10 月 17 日に対して 342.5%のプ

レミアム）でもあり、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

するものであると考えており、また、他の買付者による買付けの機会を確保する観点から、公

開買付期間を比較的長期間である 30 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、他の買付者と対象者の接触等を制限するような内

容の合意等は行っておらず、第三者からの買付けの機会を確保している。このような点を考慮

して、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ものである。また、②対象者の

企業価値を中長期的に検討した場合、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判断でき、また本取引を通じて、より柔軟かつ迅速な事業戦略

の実行が可能となる体制を構築でき、本取引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。加えて、③対象者の主要株主である三菱商事及び綜通は、本公開買付けにつき



応募契約を締結し、本公開買付けに賛同する旨を表示しているが、両社と対象者との間で長年

にわたり構築された信頼関係等に鑑みれば、今後も対象者として両社との間で取引関係等をは

じめとした事業上の緊密な関係維持を図り得るものであり、今後両社との株主関係が解消され

たとしても事業面への影響は極めて限定的と考えられる。これらの理由から、本公開買付けに

賛同する旨の意見を表明しております。その結果、賛成多数により、対象者の取締役会は本公

開買付けに賛同する旨の意見を表明することを決議しています。 

また、当該取締役会においては、社外監査役を含む対象者監査役の全員が出席し、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。また、対象者監査役会からも本公開買付けを実施することに関し、同意

を得ております。 

 

本公開買付けでは、法令に定められた公開買付期間が最短で 20 営業日であるところ、その公

開買付期間を比較的長期間である 30 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、公開買付者は、対象者との間で、他の

買付者が実際に出現した場合に、当該他の買付者が対象者との間で接触等を行うことを制限す

るような内容の合意等は行っておりません。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（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。 

 

 

（４）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 

公開買付者は、本公開買付けにおいて買付け等を行う株式数に上限を設定していないため、

本公開買付けの結果、対象者株式を表章する株券は、ジャスダック証券取引所の株券上場廃止

基準に該当した場合、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、当該基準に

該当しない場合でも、公開買付者は本公開買付けの終了後に、前記「１．買付け等の目的 (４) 
いわゆる二段階買収に関する事項について」に記載の手続に従い、公開買付者及び創業者一族

が合わせて対象者の発行済株式数（自己株式を除きます。）の全てを所有することを企図して

おりますので、その場合には対象者の株券は上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象

者株券をジャスダック証券取引所において取引することができません。 
 

対象者は、平成 20 年 10 月 20 日の取締役会において、本公開買付けに応募しなかった株主の

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

から、本公開買付けが成立することを条件に平成 21 年３月 31 日の最終の株主名簿に記載又は

記録された株主又は登録質権者に対する剰余金の配当を行わないことを決議しております。 
 

 

 

 

以 上 

 

 


