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平成20年11月13日 

各   位 

会 社 名 株式会社 全 教 研 

代表者名 代表取締役社長 中垣 一明 

（コード番号 ９６１７ 福証） 

問合せ先 常務取締役管理本部長 

中垣 一史 

ＴＥＬ ０９２－７１８－００８０ 

 

 

（訂正）当社株式に対する公開買付けに関する意見表明報告書の訂正報告書の提出及び

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の訂正について 
 

 

株式会社ケーエヌ（以下「公開買付者」といいます。）は、当社株式に対する公開買付け（以下「本公開

買付け」といいます。）に関して、金融商品取引法（以下「法」といいます。）第 27 条の８第１項及び第２

項の規定に基づき、「公開買付届出書の訂正届出書」を平成20年11月13日付で関東財務局長に提出しまし

た。これに伴い、当社は、本日、法第 27 条の 10 第８項において準用する法第 27 条の８第１項に基づき、

「意見表明報告書の訂正報告書」を関東財務局長に提出しました。また、平成 20 年 10 月 15 日付の「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」の内容を下記のとおり訂正いたしますのでお知

らせいたします。 

なお、本訂正は、平成 20 年 11 月 12 日付で当社が「第 34 期第２四半期報告書（平成20 年７月１日から

平成20年９月30日まで）」を福岡財務支局長に提出したこと、及び、公開買付者が平成20年11月13日付

で「公開買付届出書の訂正届出書」を関東財務局長に提出したことに伴うものであります。 

 

記 

 

平成20年10月15日付「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」の訂正の内容 

（訂正箇所には下線を付しております。） 

前文 

[訂正前] 

＜前略＞ 

なお、本公開買付けは、買付け等を行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果、

福岡証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合、当社の株券は、所定の手続を経て、上場廃止となる可

能性があります。また、下記にあるとおり、公開買付者は、本公開買付けにおいて、有限会社ケイアンドケ

イインターナショナル（所有株式数：566,500 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。）：約 13.88％）、有限会社一企画（所有株式数：566,500 株、所有割合：約 13.88％）、

中垣一明（所有株式数：545,499 株、所有割合：約 13.37％）、中垣一史（所有株式数：478,299 株、所有割

合：約 11.72％）、中垣沙織（所有株式数：104,544 株、所有割合：約 2.56％）、中垣清子（所有株式数：

102,464 株、所有割合：約 2.51％）、中垣マイケル貴（所有株式数：16,504 株、所有割合：約 0.40％）（以

下上記株主を総称して「創業家一族」といいます。）が所有する当社の株式（合計所有株式数：2,380,310

株、合計所有割合：約 58.32％）の内、中垣一明の所有株式の一部である 40,000 株及び中垣一史の所有株

式の一部である 68,000 株については応募し、それら 108,000 株を除いた株式（2,272,310 株、所有割合：

約 55.68％、以下「創業家一族継続保有株式」といいます。）と併せ当社の発行済株式（自己株式を除きま

す。）の全てを取得できなかった場合にも、本公開買付け後に、当社株式を保有する皆様に対し、最終的に

当社株式に代えて金銭を交付する手法により、公開買付者及び創業家一族（以下「公開買付者等」といいま

す。）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、その結果当社の株券は上場廃止になる予定です。 
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[訂正後] 

＜前略＞ 

なお、本公開買付けは、買付け等を行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果、

福岡証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合、当社の株券は、所定の手続を経て、上場廃止となる可

能性があります。また、下記にあるとおり、公開買付者は、本公開買付けにおいて、有限会社ケイアンドケ

イインターナショナル（所有株式数：566,500 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。）：約 13.88％）、有限会社一企画（所有株式数：566,500 株、所有割合：約 13.88％）、

中垣一明（所有株式数：546,499 株、所有割合：約 13.39％）、中垣一史（所有株式数：478,299 株、所有割

合：約 11.72％）、中垣沙織（所有株式数：104,544 株、所有割合：約 2.56％）、中垣清子（所有株式数：

102,464 株、所有割合：約 2.51％）、中垣マイケル貴（所有株式数：16,504 株、所有割合：約 0.40％）（以

下上記株主を総称して「創業家一族」といいます。）が所有する当社の株式（合計所有株式数：2,381,310

株、合計所有割合：約 58.35％）の内、中垣一明の所有株式の一部である 41,000 株及び中垣一史の所有株

式の一部である 68,000 株については応募し、それら 109,000 株を除いた株式（2,272,310 株、所有割合：

約 55.68％、以下「創業家一族継続保有株式」といいます。）と併せ当社の発行済株式（自己株式を除きま

す。）の全てを取得できなかった場合にも、本公開買付け後に、当社株式を保有する皆様に対し、最終的に

当社株式に代えて金銭を交付する手法により、公開買付者及び創業家一族（以下「公開買付者等」といいま

す。）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、その結果当社の株券は上場廃止になる予定です。 

 

 

以 上 

 

※ 添付資料： 「公開買付届出書の訂正届出書の提出、公開買付開始公告及び株式会社全教研株式に対す

る公開買付けの開始に関するお知らせの訂正について」
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「添付資料」 

平成20年11月13日 

各  位 

株 式 会 社 ケ ー エ ヌ 

代表取締役 中垣 一明 

 

 

公開買付届出書の訂正届出書の提出、公開買付開始公告及び株式会社全教研株式に対す

る公開買付けの開始に関するお知らせの訂正について 
 

 

 株式会社ケーエヌ（以下「公開買付者」といいます。）は、平成20年10月15日、株式会社全教研（コー

ド番号：9617 福岡証券取引所、以下「対象者」といいます。）の普通株式に対する公開買付け（以下「本

公開買付け」といいます。）に関して、金融商品取引法（以下「法」といいます。）第 27 条の８第１項及び

第２項の規定に基づき、「公開買付届出書の訂正届出書」を平成20年11月13日付で関東財務局長に提出し

ました。これに伴い、平成20年10月16日付の「公開買付開始公告」及び平成20年10月15日付の「株式

会社全教研株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の内容を下記のとおり訂正いたしますのでお

知らせいたします。 

なお、本訂正は、公開買付者の特別関係者の株券等の所有状況及びこれに係る議決権の数の修正に伴うも

の、並びに、平成 20 年 11 月 12 日付で対象者が「第34 期第２四半期報告書（平成 20 年７月１日から平成

20 年９月 30 日まで）」を福岡財務支局長に提出したことを受けて公開買付者が平成 20 年 11 月 13 日付で

「公開買付届出書の訂正届出書」を関東財務局長に提出したことに伴うものであり、法第 27 条の３第２項

第１号に定義される買付条件等に変更はありません。 

 

記 

 

Ⅰ．平成20年10月16日付公開買付開始公告の訂正内容 

（訂正箇所には下線を付しております。） 

1. 買付け等の目的 

（公開買付け者による買付けの概要等） 

[訂正前] 

＜前略＞ 

公開買付者は、本公開買付けにおいて、有限会社ケイアンドケイインターナショナル（所有株式数：

566,500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。）：約13.88％）、

有限会社一企画（所有株式数：566,500株、所有割合：約13.88％）、中垣一明（所有株式数：545,499株、

所有割合：約13.37％）、中垣一史（所有株式数：478,299株、所有割合：約11.72％）、中垣沙織（所有株

式数：104,544株、所有割合：約2.56％）、中垣清子（所有株式数：102,464株、所有割合：約2.51％）、中

垣マイケル貴（所有株式数：16,504株、所有割合：約0.40％）（以下上記株主を総称して「創業家一族」と

いいます。）が所有する対象者の株式（合計所有株式数：2,380,310株、合計所有割合：約58.32％）の内、

中垣一明の所有株式の一部である40,000株及び中垣一史の所有株式の一部である68,000株については応募し、

それら108,000株を除いた株式（2,272,310株、所有割合：約55.68％、以下「創業家一族継続保有株式」と

いいます。）、並びに対象者の自己株式（130,100株）を除く、対象者の発行済株式の全て（1,678,830株）

を取得することを企図しております。 

＜後略＞ 

 

[訂正後] 

＜前略＞ 
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公開買付者は、本公開買付けにおいて、有限会社ケイアンドケイインターナショナル（所有株式数：

566,500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。）：約13.88％）、

有限会社一企画（所有株式数：566,500株、所有割合：約13.88％）、中垣一明（所有株式数：546,499株、

所有割合：約13.39％）、中垣一史（所有株式数：478,299株、所有割合：約11.72％）、中垣沙織（所有株

式数：104,544株、所有割合：約2.56％）、中垣清子（所有株式数：102,464株、所有割合：約2.51％）、中

垣マイケル貴（所有株式数：16,504株、所有割合：約0.40％）（以下上記株主を総称して「創業家一族」と

いいます。）が所有する対象者の株式（合計所有株式数：2,381,310株、合計所有割合：約58.35％）の内、

中垣一明の所有株式の一部である41,000株及び中垣一史の所有株式の一部である68,000株については応募し、

それら109,000株を除いた株式（2,272,310株、所有割合：約55.68％、以下「創業家一族継続保有株式」と

いいます。）、並びに対象者の自己株式（130,100株）を除く、対象者の発行済株式の全て（1,678,830株）

を取得することを企図しております。 

＜後略＞ 

 

 

２. 公開買付けの内容 

（5）買付予定の株券等の数 

[訂正前] 

＜前略＞ 

（注1） 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。従って、本公開買付けに

おける公開買付者が取得する株券等の数の最大の数は、対象者の平成 20 年８月 13 日提出の第 34 期第１四半

期報告書に記載された平成20年８月13日現在の発行済株式総数（4,081,240 株）から、平成20年３月31日

現在の対象者の保有する自己株式（130,100 株）を控除した株式数（3,951,140 株）となります。ただし、創

業家一族は、公開買付者との間で 108,000 株を除き本公開買付けに応募しない旨の同意をしておりますので

、創業家一族の所有株式数 2,380,310 株から 108,000 株を除いた 2,272,310 株を控除した 1,678,830 株を買

付予定数としております。 

＜後略＞ 

 

[訂正後] 

＜前略＞ 

（注2） 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。従って、本公開買付けにお

ける公開買付者が取得する株券等の数の最大の数は、対象者の平成 20 年８月 13 日提出の第 34 期第１四半期

報告書に記載された平成 20 年８月 13 日現在の発行済株式総数（4,081,240 株）から、平成 20 年３月 31 日現

在の対象者の保有する自己株式（130,100 株）を控除した株式数（3,951,140 株）となります。ただし、創業

家一族は、公開買付者との間で 109,000 株を除き本公開買付けに応募しない旨の同意をしておりますので、創

業家一族の所有株式数 2,381,310 株から 109,000 株を除いた 2,272,310 株を控除した 1,678,830 株を買付予定

数としております。 

＜後略＞ 

 

 

（6）買付予定の株券等に係る議決権の数が対象者の総議決権の数に占める割合 

[訂正前] 

＜前略＞ 

（注2） 「対象者の総議決権の数」は、対象者の平成20年８月13日提出の第34期第１四半期報

告書（以下「同報告書」といいます。）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（3,924 個）です。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式

についても、本公開買付けの対象としており、また、創業家一族は公開買付者との間で

108,000 株を除き本公開買付けに応募しない旨の同意をしているため、「買付予定の株

券等に係る議決権の数が対象者の総議決権の数に占める割合」の計算においては、同報

告書に記載された平成 20 年８月 13 日現在の発行済株式総数（4,081,240 株）から、同

報告書に記載された平成 20 年３月 31 日現在の自己株式数（130,100 株）及び創業家一

族の所有する株式のうち本公開買付けに応募しない単元未満株式の合計（3,310 株）を

控除した株式数（3,947,830 株）に係る議決権の数 3,947 個を「対象者の総議決権の
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数」として計算しております（以下(7)及び(8)の計算において同様です。）。 

＜後略＞ 

 

[訂正後] 

＜前略＞ 

（注2） 「対象者の総議決権の数」は、対象者の平成20年８月13日提出の第34期第１四半期報

告書（以下「同報告書」といいます。）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（3,924 個）です。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式

についても、本公開買付けの対象としており、また、創業家一族は公開買付者との間で

109,000 株を除き本公開買付けに応募しない旨の同意をしているため、「買付予定の株

券等に係る議決権の数が対象者の総議決権の数に占める割合」の計算においては、同報

告書に記載された平成 20 年８月 13 日現在の発行済株式総数（4,081,240 株）から、同

報告書に記載された平成 20 年３月 31 日現在の自己株式数（130,100 株）及び創業家一

族の所有する株式のうち本公開買付けに応募しない単元未満株式の合計（3,310 株）を

控除した株式数（3,947,830 株）に係る議決権の数 3,947 個を「対象者の総議決権の

数」として計算しております（以下(7)及び(8)の計算において同様です。）。 

＜後略＞ 

 

 

（7）公告日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株

券等所有割合並びにこれらの合計 

[訂正前] 

公開買付者0.00％ 特別関係者60.22％ 合計60.22％ 

＜後略＞ 

 

[訂正後] 

公開買付者0.00％ 特別関係者60.25％ 合計60.25％ 

＜後略＞ 

 

 

３.対象者又はその役員との本公開買付けに関する合意の有無 

[訂正前] 

本公開買付けについては対象者の平成 20 年 10 月 15 日開催の取締役会において、賛同することの

決議を得ております。 

公開買付者は、対象者の代表取締役社長である中垣一明及び対象者の常務取締役である中垣一史

との間で中垣一明の所有株式の一部である40,000株及び中垣一史の所有株式の一部である68,000株

については本公開買付けに応募し、残りの中垣一明保有株式 505,499 株及び中垣一史保有株式

410,299 株については本公開買付けに応募しない旨の同意をしております。また、対象者株式の議決

権その他の権利について共同して行使することを合意しております。 

 

[訂正後] 

本公開買付けについては対象者の平成 20 年 10 月 15 日開催の取締役会において、賛同することの

決議を得ております。 

公開買付者は、対象者の代表取締役社長である中垣一明及び対象者の常務取締役である中垣一史

との間で中垣一明の所有株式の一部である41,000株及び中垣一史の所有株式の一部である68,000株

については本公開買付けに応募し、残りの中垣一明保有株式 505,499 株及び中垣一史保有株式

410,299 株については本公開買付けに応募しない旨の同意をしております。また、対象者株式の議決

権その他の権利について共同して行使することを合意しております。 
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Ⅱ．平成20年10月15日付「株式会社全教研株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正の

内容 

（訂正箇所には下線を付しております。） 

 

1. 買付け等の目的 

（公開買付け者による買付けの概要等） 

[訂正前] 

＜前略＞ 

公開買付者は、本公開買付けにおいて、有限会社ケイアンドケイインターナショナル（所有株式数：

566,500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。）：約13.88％）、

有限会社一企画（所有株式数：566,500株、所有割合：約13.88％）、中垣一明（所有株式数：545,499株、

所有割合：約13.37％）、中垣一史（所有株式数：478,299株、所有割合：約11.72％）、中垣沙織（所有株

式数：104,544株、所有割合：約2.56％）、中垣清子（所有株式数：102,464株、所有割合：約2.51％）、中

垣マイケル貴（所有株式数：16,504株、所有割合：約0.40％）（以下上記株主を総称して「創業家一族」と

いいます。）が所有する対象者の株式（合計所有株式数：2,380,310株、合計所有割合：約58.32％）の内、

中垣一明の所有株式の一部である40,000株及び中垣一史の所有株式の一部である68,000株については応募し、

それら108,000株を除いた株式（2,272,310株、所有割合：約55.68％、以下「創業家一族継続保有株式」と

いいます。）、並びに対象者の自己株式（130,100株）を除く、対象者の発行済株式の全て（1,678,830株）

を取得することを企図しております。 

＜後略＞ 

 

[訂正後] 

＜前略＞ 

公開買付者は、本公開買付けにおいて、有限会社ケイアンドケイインターナショナル（所有株式数：

566,500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。）：約13.88％）、

有限会社一企画（所有株式数：566,500株、所有割合：約13.88％）、中垣一明（所有株式数：546,499株、

所有割合：約13.39％）、中垣一史（所有株式数：478,299株、所有割合：約11.72％）、中垣沙織（所有株

式数：104,544株、所有割合：約2.56％）、中垣清子（所有株式数：102,464株、所有割合：約2.51％）、中

垣マイケル貴（所有株式数：16,504株、所有割合：約0.40％）（以下上記株主を総称して「創業家一族」と

いいます。）が所有する対象者の株式（合計所有株式数：2,381,310株、合計所有割合：約58.35％）の内、

中垣一明の所有株式の一部である41,000株及び中垣一史の所有株式の一部である68,000株については応募し、

それら109,000株を除いた株式（2,272,310株、所有割合：約55.68％、以下「創業家一族継続保有株式」と

いいます。）、並びに対象者の自己株式（130,100株）を除く、対象者の発行済株式の全て（1,678,830株）

を取得することを企図しております。 

＜後略＞ 

 

 

２．買付け等の概要 

（５） 買付予定の株券等の数 

[訂正前] 

＜前略＞ 
（注2） 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。従って、本公開買付けに

おける公開買付者が取得する株券等の数の最大の数は、対象者の平成 20 年８月 13 日提出の第 34 期第１四半

期報告書に記載された平成20年８月13日現在の発行済株式総数（4,081,240 株）から、平成20年３月31日

現在の対象者の保有する自己株式（130,100 株）を控除した株式数（3,951,140 株）となります。ただし、創

業家一族は、公開買付者との間で 108,000 株を除き本公開買付けに応募しない旨の同意をしておりますので

、創業家一族の所有株式数 2,380,310 株から 108,000 株を除いた 2,272,310 株を控除した 1,678,830 株を買

付予定数としております。 



 - 5 -

＜後略＞ 

 

[訂正後] 

＜前略＞ 
（注2） 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。従って、本公開買付けに

おける公開買付者が取得する株券等の数の最大の数は、対象者の平成 20 年８月 13 日提出の第 34 期第１四半

期報告書に記載された平成20年８月13日現在の発行済株式総数（4,081,240 株）から、平成20年３月31日

現在の対象者の保有する自己株式（130,100 株）を控除した株式数（3,951,140 株）となります。ただし、創

業家一族は、公開買付者との間で 109,000 株を除き本公開買付けに応募しない旨の同意をしておりますので

、創業家一族の所有株式数 2,381,310 株から 109,000 株を除いた 2,272,310 株を控除した 1,678,830 株を買

付予定数としております。 

＜後略＞ 

 

 

（６） 買付け等による株券等所有割合の異動 

[訂正前] 

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 
2,377個

（買付け等前における株券等所有割合

60.22％）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
1,678個

（買付け等後における株券等所有割合

42.51％）

対象者の総株主等の議決権の数 3,924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（1,678,830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。ただし、本公開買付けにおいては特別関係者である創業家一族の所有

株券等に係る議決権の数の合計（2,377個）のうち議決権108個（108,000株）のみを買付け対象としており残

りの2,269個は本公開買付けに応募しない旨の同意をしているため、「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」を「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」に記載の議決権

の数（2,377個）から応募予定の108,000株に係る議決権（108個）を控除した2,269個として、「買付け等前に

おける株券等所有割合」を計算すると57.49％となります。これに、「買付予定の株券等に係る議決権の数」

に係る株券等所有割合42.51％を加えると100.00％となります。 

（注３） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の平成20年8月31日提出の第34期第１四半期報告書（以下「同

報告書」といいます。）に記載された平成20年３月31日現在の総株主等の議決権の個数です。ただし、本公開

買付けにおいては、単元未満株式についても本公開買付けの対象としており、また、創業家一族は公開買付者

との間で108,000株を除き本公開買付けに応募しない旨の同意をしているため、「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、対象者の上記第34期第１四半期報

告書に記載された平成20年８月13日現在の発行済株式総数（4,081,240株）から平成20年３月31日現在の対象

者の保有する自己株式（130,100株）及び創業家一族の所有する株式のうち本公開買付けに応募しない単元未

満株式の合計（3,310株）を控除した株式数（3,947,830株）に係る議決権の数3,947個を「対象者の総株主等

の議決権の数」として計算しています。 

（注４） 「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。 

 

[訂正後] 
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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 
2,378個

（買付け等前における株券等所有割合

60.25％）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
1,678個

（買付け等後における株券等所有割合

42.51％）

対象者の総株主等の議決権の数 3,924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（1,678,830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。ただし、本公開買付けにおいては特別関係者である創業家一族の所有

株券等に係る議決権の数の合計（2,378個）のうち議決権109個（109,000株）のみを買付け対象としており残

りの2,269個は本公開買付けに応募しない旨の同意をしているため、「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」を「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」に記載の議決権

の数（2,378個）から応募予定の109,000株に係る議決権（109個）を控除した2,269個として、「買付け等前に

おける株券等所有割合」を計算すると57.49％となります。これに、「買付予定の株券等に係る議決権の数」

に係る株券等所有割合42.51％を加えると100.00％となります。 

（注３） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の平成20年8月13日提出の第34期第１四半期報告書（以下「同

報告書」といいます。）に記載された平成20年３月31日現在の総株主等の議決権の個数です。ただし、本公開

買付けにおいては、単元未満株式についても本公開買付けの対象としており、また、創業家一族は公開買付者

との間で109,000株を除き本公開買付けに応募しない旨の同意をしているため、「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、対象者の上記第34期第１四半期報

告書に記載された平成20年８月13日現在の発行済株式総数（4,081,240株）から平成20年３月31日現在の対象

者の保有する自己株式（130,100株）及び創業家一族の所有する株式のうち本公開買付けに応募しない単元未

満株式の合計（3,310株）を控除した株式数（3,947,830株）に係る議決権の数3,947個を「対象者の総株主等

の議決権の数」として計算しています。 

（注４） 「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。 

 

 

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 

[訂正前] 

本公開買付けについては対象者の平成 20 年 10 月 15 日開催の取締役会において、賛同することの決

議を得ております。 

公開買付者は、対象者の代表取締役社長である中垣一明及び対象者の常務取締役である中垣一史との

間で中垣一明の所有株式の一部である40,000株及び中垣一史の所有株式の一部である68,000株につい

ては本公開買付けに応募し、残りの中垣一明保有株式505,499株及び中垣一史保有株式410,299株につ

いては本公開買付けに応募しない旨の同意をしております。また、対象者株式の議決権その他の権利に

ついて共同して行使することを合意しております。 

 

[訂正後] 

本公開買付けについては対象者の平成 20 年 10 月 15 日開催の取締役会において、賛同することの決

議を得ております。 

公開買付者は、対象者の代表取締役社長である中垣一明及び対象者の常務取締役である中垣一史との

間で中垣一明の所有株式の一部である41,000株及び中垣一史の所有株式の一部である68,000株につい

ては本公開買付けに応募し、残りの中垣一明保有株式505,499株及び中垣一史保有株式410,299株につ

いては本公開買付けに応募しない旨の同意をしております。また、対象者株式の議決権その他の権利に
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ついて共同して行使することを合意しております。 

 

 

 

 

以 上 


