
 

 

平成 21 年２月２日 

各  位 

雍中 

ード 281

問合せ先 取締役 

（電話 TEL．045－314－0121） 

 

自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ 

 

「本公開買付け」といいま

。）を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

１

た機動的な資本政策を可能とすることを目的として、本公開買付けを行うことといたしました。 

（２）

株式を除 ） 

（４）取 得 期 間 ２月３日（火曜日）～平成 21 年３月 31 日（火

曜日） 

 

 

会 社 名 エバラ食品工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 藤川 

（ＪＡＳＤＡＱ・コ 9） 

中原 敬三 

当社は、平成 21 年２月２日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3項の規定により読

み替えて適用される同法第 156 条第 1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその

具体的な取得方法として、下記のとおり自己株式の公開買付け（以下

す

 

Ⅰ．自己株式の取得 

． 自己株式取得の目的 

当社は、平成 21 年２月２日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定により読

み替えて適用される同法第 156 条第１項及び当社定款の規定に基づき、経営環境の変化等に対応

し

 

２． 取得に係る事項の内容 

（１）取得対象株式の種類 当社普通株式 

取 得 す る 株 式 の 数 1,801,000 株（上限） 

（発行済株式総数（自己 く。）に対する割合 14.67％

（３）株式の取得価額の総額 1,850,000,000 円（上限） 

平成 21 年



Ⅱ．自己株式の公開買付け 

１．自己株式の取得に関する取締役会決議内容 

（１）決議内容 

種 類 総 数 取得価額の総額 

普通株式 1,801,000 株 1,850,000,000 円 

（注）発行済株式総数に対する割合 14.53％（小数点以下第三位を四捨五入） 

 

（２）当該決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等 

該当事項はありません。 

 

２．買付け等の概要 

（１）買付け等の期間 

① 買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。） 

平成 21 年２月３日（火曜日）から平成 21 年３月３日（火曜日）まで（20営業日） 

② 公開買付開始公告日 平成 21 年２月３日（火曜日） 

 

（２）買付け等の価格 １株につき、1,020 円 

 

（３）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

当社は、本公開買付けの買付価格の決定に際して、上場会社の行う自己株式の取得が一

般的に金融商品取引所を通じた市場買付によって行われることを勘案し、当社株価の市場

価格を 重視いたしました。また、買付価格算定の基礎となる当社株価の市場価格として、

当社株式の取引状況も鑑み、本公開買付けの当社取締役会における決議日の直近取引日１

日の市場価格だけではなく、一定期間の市場価格の推移も考慮することが適当であるとの

考えから、本公開買付けの当社取締役会における決議日の前営業日までの３ヶ月間 (平成

20 年 11 月４日から平成 21 年１月 30 日まで)の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。）における当社普通株式の終値平均値 1,114 円

(１円未満切捨て)を用いることといたしました。また、本公開買付けに応募せずに当社株

式を保有し続ける当社株主の利益を尊重する観点に立って、資産の社外流出をできる限り

抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントで買付けることが望ましいとの判断から、

過去の自己株式の公開買付けの実例を踏まえた８％のディスカウント率を用いることと

し、上記の市場価格 1,114 円に８%のディスカウントを行った 1,020 円(10 円未満四捨五

入)を買付価格といたしました。 

なお、上記買付価格は、本公開買付けの取締役会における決議日の直近取引日（平成

21 年１月 28 日）の終値 1,300 円からは 21.54％（小数点以下第三位を四捨五入）ディス



カウントした金額になります。 
② 算定の経緯 

当社は、経営環境の変化に対応できる機動的な資本政策を可能とすることを目的として、

自己株式の取得を含めて様々な方策を検討しておりましたが、平成 20 年 11 月中旬、当社

の大株主である株式会社ケーエム商事及び株式会社ケイエムファイナンス（それぞれ、平

成 21 年２月２日において、当社普通株式 1,152,000 株、504,000 株を保有しており、そ

の持株比率は当社発行済株式総数の 9.29％、4.07％（小数点以下第三位を四捨五入）に

相当します。）より、保有する当社株式の全部を売却したい旨の連絡を受けました。そこ

で当社は、現状の市場動向や当社株式流動性を踏まえて、大量の株式売却から発生する市

場価格への影響を鑑み、自己株式として買い受けることについての具体的な検討を開始い

たしました。その結果、当社が自己株式として買い受けることは、経営環境の変化に対応

できる機動的な資本政策を可能とするという上記目的に繋がるものと判断いたしました。

なお、自己株式の取得にあたっては、株主間の平等性、取引の透明性という観点から、公

開買付けの手法が適切であると判断いたしました。 

平成 21 年１月中旬、当社より株式会社ケーエム商事及び株式会社ケイエムファイナン

スに対し、当社が独自に決定する価格で公開買付けを実施した場合の応募の可否について

打診し、株式会社ケーエム商事及び株式会社ケイエムファイナンスから、本公開買付けに

対して、保有する株式の全部を応募する意向がある旨の回答を得ましたので、買付価格算

定の具体的な検討を開始いたしました。当社は検討にあたり、株主間の公平性を担保する

と共に市場動向を反映し、当社経営成績を十分に織り込んだ適切な株価の把握を重視いた

しました。世界的な景気後退の影響から 近の株価は変動が大きく、買付価格の算定に当

って直近株価もしくは短期間の株価を採用することは、望ましくないと判断しました。一

方、あまりに長期の算定期間では、 近の市場評価を反映し難くなる恐れが生じます。こ

のため、当社は市場の変動を吸収しつつ、その評価を尊重するためには、３ヶ月間の当社

株価終値平均が妥当であると判断いたしました。また、本公開買付けに応募せず当社株式

を保有し続ける当社株主の利益も尊重する観点から、一定比率ディスカウントした金額が

買付価格として適切であるとも判断いたしました。なお、ディスカウント率の算定は、平

成 19 年以降の自己株式の公開買付けの事例を参考にしつつ、当社は８％ディスカウント

した金額が適切であると判断いたしました。 

平成 21 年２月２日開催の当社取締役会において、直近の市場株価の推移及び取引状況

並びに過去の自己株式の公開買付けの実例を踏まえて、本公開買付けの当社取締役会にお

ける決議日の直近取引日までの３ヶ月間(平成 20 年 11 月４日から平成 21 年１月 30 日ま

で)のジャスダック証券取引所における当社普通株式の終値平均値 1,114 円(１円未満切

捨て)から８％ディスカウントした金額(10円未満四捨五入)である1,020円を買付価格と

することを決定いたしました。 

なお、当社は、株式会社ケーエム商事及び株式会社ケイエムファイナンスから、本公開



買付けに対して、その保有する当社株式の全部（株式会社ケーエム商事につき 1,152,000

株、株式会社ケイエムファイナンスにつき 504,000 株）を応募する意向がある旨の通知を

受けております。 

 

 

（４）買付予定の株券等の数 

株式の種類 買付予定数 超過予定数 計 

普通株式 1,800,000 株 －株 1,800,000 株 

（注 1）発行済株式総数に対する割合  14.52％（小数点以下第三位を四捨五入） 

（注 2）応募株券等の総数が買付予定数（1,800,000 株）を超えない場合は、応募株券等

の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数を超える場合は、金

融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）第 27 条の 22

の２第２項において準用する法第27条の13第５項及び発行者による上場株券等の

公開買付けの開示に関する内閣府令（平成６年大蔵省令第 95 号。その後の改正を

含みます。）第 21 条に規定するあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受

渡しその他の決済を行います。 

（注 3）単元未満株式も買付けの対象としております。但し、応募に際しては買付け等の

対象となる単元未満株式が、公開買付代理人（後記「（6）決済の方法及び開始日」

①において記載されているものをいいます。）に開設された本公開買付けに係る株

券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方（以下「応

募株主等」といいます。）名義の口座に記載又は記録されている必要があります。 

 

（５）買付け等に要する資金 1,863 百万円 

（注）当該金額は、買付予定数（1,800,000 株）全部を取得した場合に要する金額に、公

開買付代理人に支払う手数料の見積額、本公開買付けに関する新聞公告及び公開買

付説明書その他必要書類の印刷費等の諸費用の見積額を加えた額です。 

 

（６）決済の方法及び開始日 

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 

日興コーディアル証券株式会社   東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

（公開買付代理人） 

② 決済の開始日 平成 21 年３月９日（月曜日） 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外

国人株主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。買付代金より適用ある源泉徴収税額（注）を差し引いた金額を決済の開始日以後遅滞



なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合はその常任代理人）の指定し

た場所へ送金します。 

（注）法人株主の場合は、買付価格が１株あたりの資本金等の額を超過する場合には、当

該超過部分について、原則として、その７％に相当する金額がみなし配当課税にか

かる源泉徴収税額として差し引かれます。なお、その場合、外国人株主等のうち、

適用のある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免

除を受けることを希望する株主は、公開買付代理人に対して平成 21 年３月２日ま

でに租税条約に関する届出書を提出することを通知するとともに、決済の開始日の

前営業日（平成 21 年３月６日）までに同届出書を公開買付代理人にご提出くださ

い。 

 

（７）その他 

当社の大株主である株式会社ケーエム商事及び株式会社ケイエムファイナンス（それぞれ、

平成 21 年２月２日現在において当社普通株式 1,152,000 株、504,000 株を保有しており、そ

の持株比率は当社発行済株式総数の 9.29％、4.07％（小数点以下第三位を四捨五入）に相当

します。）から、本公開買付けに対して、その保有する当社株式の全部を応募する意向がある

旨の通知を受けております。 

 

 

 

（ご参考）平成 21 年１月 27 日時点の自己株式の保有 

発行済株式総数（自己株式を除く） 12,276,490 株 

自己株式数 121,910 株 
 

以 上 


