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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 

 

 

当社は、平成21年２月17日開催の取締役会において、会社法（平成17年法律第86号。その後の

改正を含みます。以下「会社法」といいます。）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自

己株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、下記

の通りお知らせいたします。なお、本書中の「株券等」とは、株券等についての権利を指します。 

 

記 

 

１． 買付け等の目的 

当社は「潤いの創造」を事業理念に位置付け、水との係わりが極めて深い事業に携わる立場から、

水がもたらす「潤い」という考え方を重視し、「共存共栄」「共生の精神」を行動原理とし、人を育て、

製品やシステムを開発し、その価値を広く社会にお届けしていくことを使命と考え業容を拡大してま

いりました。 

しかしながら、当社の平成21年第３四半期会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムロー

ン問題に端を発した世界的な金融危機の深刻化、世界景気の減速による生産調整や円高・株価の下落

等の影響により企業収益は悪化し、民間設備投資は弱含んでおります。また、雇用情勢の悪化に伴い

個人消費も低調に推移し、先行きの不透明感は一段と強まりました。管工機材業界におきましても、

改正建築基準法施行の影響はほぼ収束しているものの、景気後退を背景とした雇用・所得環境の悪化

などにより住宅需要が減少しており、新設住宅着工戸数は低水準で推移しております。また、原材料

価格相場は高騰後やや落ち着きもみられますが、建築コストは依然として高止まり局面にあるため、

業界全体が厳しい状況となっております。 

このような状況に対処するため、当社は、自社ブランド製品の拡販と指定化及び品質の向上を推進

するとともに、新カタログ発刊にともない価格改定を推し進め、適正な利益確保のための基盤を強化

してまいりました。また、戦力となる人材の育成・確保と組織の活性化、業務の効率化による経費低

減、信用管理の充実などの施策を実施しまして、さらなる堅実経営のための企業体質作りに取組んで

まいりました。 

このように企業価値向上に向けて諸施策を実施する中、当社は、当社の資本政策としては、当社の

筆頭株主であり、関係会社である株式会社ＳＦＣＧとの資本関係（なお、株式会社ＳＦＣＧの業務内

容は商業手形の割引業務・資金の貸付業務等であり、当社と株式会社ＳＦＣＧとの間に取引関係はご

ざいません。）の解消又は希薄化を行うことが、当社の経営の自主性及び独立性を高め、ひいては企業

価値の向上に資すると考えておりました。当社は、かかる考えに基づき、株式会社ＳＦＣＧの保有分

を含めた自己株式の取得も一つの選択肢であると考え、株式会社ＳＦＣＧとの意見交換を行ってまい



 

2 

りました。その結果、中長期的な視点からすれば、株式会社ＳＦＣＧの保有分を含めた自己株式の取

得を行ない、株式会社ＳＦＣＧとの資本関係の解消又は希薄化を行うことが当社にとって総合的にメ

リットがあり、企業価値の向上に繋がるとの経営判断に至り、当社は、株式会社ＳＦＣＧの保有分を

含めた自己株式の取得を行うことを決定いたしました。 

また、当社は、かかる自己株式の具体的な取得方法といたしましては、株主間の平等性、取引の透

明性及び市場における取引状況等を総合的に検討し、公開買付けの手法によることが適切であると判

断いたしました。また、本公開買付けは、出来るだけ多くの株主の皆様に応募機会を提供するという

観点から1,600,000株（平成20年９月末日現在の当社の発行済株式総数に対する所有株式の割合（小数

点以下第三位を四捨五入。以下同じ。）（以下「株式所有割合」といいます。）34.87％）を上限として

おりますが、当社は、本公開買付け実施後も、引き続き株式会社ジャスダック証券取引所における当

社株式の上場を維持することを予定しております。当社は、以上の検討及び判断を経て、また、法務

アドバイザーとして弁護士法人大江橋法律事務所より法的助言を得た上で、平成21年２月17日開催の

取締役会において、本公開買付けの実施を決議いたしました。なお、当社は、本公開買付けが成立し

た場合に取得する自己株式を消却する予定はありません。 

当社の筆頭株主である株式会社ＳＦＣＧ（平成20年９月末日現在の所有株式の数1,318,000株、同日

現在の株式所有割合28.73％）は、前述の本公開買付けによる自己株式の取得を含む当社の資本政策に

関する当社との意見交換の結果を踏まえ、本公開買付けの趣旨に賛同して、第三者（当社と金融商品

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。）上の特別関係者の

関係に該当しない第三者を指すものとします。）が、当社の株式について、本公開買付けにおける当社

株式の買付価格（以下「本公開買付価格」といいます。）を上回る買付価格であって且つ買付予定数に

上限が設けられていない条件で、法第27条の２以下に規定される公開買付けを開始した場合において、

本公開買付けに応募することが株式会社ＳＦＣＧの取締役としての善管注意義務に反するおそれがあ

ると同社の取締役会が合理的に判断する場合を除いて、同社が保有する全株式を本公開買付けに応募

することを確約しております。 

一方、当社代表取締役である束田勝が代表取締役を務める株式会社ツカダ興産（平成20年９月末日

現在の所有株式の数584,562株、同日現在の株式所有割合12.74％）、当社の代表取締役束田勝（同日現

在の所有株式の数406,020株、同日現在の株式所有割合8.85％）、当社の取締役相談役束田俊夫（同日

現在の所有株式の数348,255株、同日現在の株式所有割合7.59％）、束田清子氏（同日現在の所有株式

の数82,106株、同日現在の株式所有割合1.79％）及び束田美智子氏（同日現在の所有株式の数80,000

株、同日現在の株式所有割合1.74％）は、本公開買付けの趣旨に賛同して、本公開買付けに応募しな

いことを確約しております。 

 

なお、前述の通り、本公開買付けは上場廃止を目的としたものではございませんが、本公開買付け

に対する応募状況により、当社株式が株式会社ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準のうち、

株主数に係る基準（株主数150名未満）（以下「株主数基準」といいます。）に抵触する場合があり、

この場合には、１年間の猶予期間を経て、当社株式が上場廃止となる可能性がございます。但し、当

社は、株主数基準に抵触した場合であっても、株式分割、単元株数の切り下げ等の実施を含めた検討

を行い、より多くの皆様に当社の株式を保有して頂くよう努力し、上場維持に努めて参る所存です。 

 

２． 自己株式の取得に関する取締役会決議内容（平成21年２月17日公表） 

(１) 決議内容 

種類 総数 取得価額の総額 

普通株式 1,600,000株（上限） 1,920,000,000円 

（注１）発行済株式の総数（自己株式（平成20年 12月末日現在64,844株）を除く。） 

4,522,992株 

（注２）発行済株式総数（自己株式（平成20年 12月末日現在64,844株）を除く。）に対する割合 
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35.37％（小数点以下第三位を四捨五入） 

（注３）取得する期間 平成21年２月18日から平成21年３月17日まで 

 

(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。 

 

３． 買付け等の概要 

(１) 買付け等の期間 

① 買付け等の期間 

   平成 21年２月18日（水曜日）から平成21年３月17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18日（水曜日） 

 

(２) 買付け等の価格      １株につき金1,200円 

 

(３) 買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

公開買付者である当社は、本公開買付価格を決定するに当たり、平成21年２月上旬に

第三者である算定人としてなぎさ監査法人に対し、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算定を依頼し、平成21年２月13日、なぎさ監査法人より株式価値

算定書を取得しました。なぎさ監査法人は、ＤＣＦ法及び市場株価法を用いて当社の株

式価値を算定しました。ＤＣＦ法は、当社が継続企業であるとの前提の下、当社の事業

計画に基づく当社の事業の将来像を反映した価値算定が可能な算定手法であります。ま

た、市場株価法は、当社の収益性、資産性、将来性等の様々な要素が反映された資本市

場において形成される市場価格に基づく客観的算定手法であります。なぎさ監査法人は、

ＤＣＦ法では、当社の事業計画等の情報に基づき、当社株式１株当たりの価値を算定し

ております。また、市場株価法では、平成21年２月13日を基準日として、当社の株式会

社ジャスダック証券取引所における１ヶ月、３ヶ月及び６ヶ月の単純平均株価を基に、

当社株式１株当たりの価値のレンジを分析しております。当該株式価値算定書によると、

当社の株式１株当たりの株式価値は、ＤＣＦ法では1,150円から1,248円、市場株価法で

は1,030円から1,039円のレンジで算定されておりますが、市場株価法による算定結果は、

算定期間における出来高が少なく、正常な市場メカニズムにおいて形成された価格とは

必ずしもいえないとの理由から、参考値とされており、結論として、当社１株当たりの

価値は、ＤＣＦ法の下限値である1,150円から上限値である1,248円が妥当であるとされ

ています。 

当社は、当社と当社の筆頭株主であり、関係会社である株式会社ＳＦＣＧとの間の資

本政策等を含めた意見交換の際の株式会社ＳＦＣＧの意見、なぎさ監査法人が提出した

株式価値算定書及び当社の市場株価・取引高の動向等を総合的に勘案し、本公開買付価

格を平成21年２月17日開催の当社取締役会において1,200円に決定しました。 

なお、本公開買付価格は、当社が本公開買付けを実施することを決定した日（平成21

年２月17日）の前営業日である平成21年２月16日までの当社株式の株式会社ジャスダッ

ク証券取引所における出来高加重平均株価（以下「ＶＷＡＰ」といいます。）の１ヶ月

平均である1,030円（但し、取引があった日は１営業日）、同３ヶ月平均である1,030円

（但し、取引があった日は４営業日）、同６ヶ月平均である1,038円（但し、取引があっ

た日は８営業日）及び同１年間の平均である1,164円（但し、取引があった日は23営業

日）に対して、それぞれ16.50％（小数点以下第三位を四捨五入。以下同じ。）、16.50％、



 

4 

15.61％及び3.09％のプレミアムを加えた金額となります。 

② 算定の経緯 

公開買付者である当社は、平成20年５月から、当社の筆頭株主であり、関係会社であ

る株式会社ＳＦＣＧとの間で、本公開買付けによる自己株式の取得を含む当社の資本政

策に関する意見交換を行って参りました。それらを踏まえ、前述の通り、企業価値のよ

り一層の向上を図るとともに、株主利益及び一株当たりの株式価値の向上を図る目的で、

株式会社ＳＦＣＧの保有分を含めた自己株式の取得を行うことを決定いたしました。ま

た、前述の意見交換の結果を踏まえて、株式会社ＳＦＣＧからは、第三者（当社と法上

の特別関係者の関係に該当しない第三者を指すものとします。）が、当社の株式につい

て、本公開買付価格を上回る買付価格であって且つ買付予定数に上限が設けられていな

い条件で、法第27条の２以下に規定される公開買付けを開始した場合において、本公開

買付けに応募することが株式会社ＳＦＣＧの取締役としての善管注意義務に反するお

それがあると同社の取締役会が合理的に判断する場合を除いて、同社が保有する全株式

（平成20年９月末日現在の所有株式の数1,318,000株、同日現在の株式所有割合

28.73％）を本公開買付に応募する旨の確約を得ております。 

一方、当社株式は株式会社ジャスダック証券取引所に上場しておりますが、金融商品

取引所における取引高が少ないこと等から、公開買付者である当社は、本公開買付価格

を決定するに当たり、平成21年２月上旬に第三者である算定人としてなぎさ監査法人に

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算定を依頼し、平成21

年２月13日、なぎさ監査法人より株式価値算定書を取得しました。なぎさ監査法人は、

ＤＣＦ法及び市場株価法を用いて当社の株式価値を算定しました。ＤＣＦ法は、当社が

継続企業であるとの前提の下、当社の事業計画に基づく当社の事業の将来像を反映した

価値算定が可能な算定手法であります。また、市場株価法は、当社の収益性、資産性、

将来性等の様々な要素が反映された資本市場において形成される市場価格に基づく客

観的算定手法であります。なぎさ監査法人は、ＤＣＦ法では、当社の事業計画等の情報

に基づき、当社株式１株当たりの価値を算定しております。また、市場株価法では、平

成21年２月13日を基準日として、当社の株式会社ジャスダック証券取引所における１ヶ

月、３ヶ月及び６ヶ月の単純平均株価を基に、当社株式１株当たりの価値のレンジを分

析しております。当該株式価値算定書によると、当社の株式１株当たりの株式価値は、

ＤＣＦ法では1,150円から1,248円、市場株価法では1,030円から1,039円のレンジで算定

されておりますが、市場株価法による算定結果は、算定期間における出来高が少なく、

正常な市場メカニズムにおいて形成された価格とは必ずしもいえないとの理由から、参

考値とされており、結論として、当社１株当たりの価値は、ＤＣＦ法の下限値である

1,150円から上限値である1,248円が妥当であるとされています。 

当社は、前述の当社と当社の筆頭株主であり、関係会社である株式会社ＳＦＣＧとの

間の資本政策等を含めた意見交換の際の株式会社ＳＦＣＧの意見、なぎさ監査法人が提

出した株式価値算定書及び当社の市場株価・取引高の動向等を総合的に勘案し、本公開

買付価格を平成21年２月17日開催の当社取締役会において1,200円に決定しました。 

なお、本公開買付価格は、当社が本公開買付けを実施することを決定した日（平成

21年２月17日）の前営業日である平成21年２月16日までの当社株式の株式会社ジャ

スダック証券取引所における出来高加重平均株価（以下「ＶＷＡＰ」といいます。）の

１ヶ月平均である 1,030 円（但し、取引があった日は１営業日）、同３ヶ月平均である

1,030 円（但し、取引があった日は４営業日）、同６ヶ月平均である 1,038 円（但し、

取引があった日は８営業日）及び同１年間の平均である1,164円（但し、取引があった

日は 23 営業日）に対して、それぞれ 16.50％（小数点以下第三位を四捨五入。以下同

じ。）、16.50％、15.61％及び3.09％のプレミアムを加えた金額となります。 
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③ 算定機関との関係 

なぎさ監査法人は、当社及び株式会社ＳＦＣＧの関連当事者には該当いたしません。 

 

(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 1,600,000株 － 1,600,000株 

（注１） 応募株券等の数の合計が買付予定数（1,600,000株）に満たないときは、応

募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の数の合計が買付予定数

（1,600,000株）を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け

は行わないものとし、法第27条の22の２第２項において準用する金商法第

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。以下「府

令」といいます。）第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買

付けに係る受渡しその他の決済を行います。 

（注２） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社

法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社

は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがありま

す。この場合、当社は、法令の手続に従い当該株式を買い取ります。 

（注３） 発行済株式総数（自己株式（平成20年 12月末日現在64,844株）を除く。）

に対する割合は35.37％です（小数点以下第三位を四捨五入）。 

 

(５) 買付け等に要する資金     1,985百万円 

① 買付け等に要する資金 

買付代金（円） 1,920,000,000円

買付手数料 60,000,000円

その他 5,000,000円

合計 1,985,000,000円

 

（注1） 「買付手数料」欄は、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載してお

ります。 

（注２） 「その他」欄は、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

必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。 

（注３） その他、公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等があります

が、その額は公開買付終了後まで未確定です。 

（注４） 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

② 買付け等に要する資金に充当しうる借入金等 

買付け等に要する資金は、以下の借入及び当社現預金により充当する予定です。 
借入先の業種 借入先の名称 借入契約の内容 金額 

金融機関 銀行 
株式会社三井住友銀行 
（東京都千代田区有楽

町一丁目 1 番 2 号） 

買付け等に要する資金

に充当するための借入

れ（注） 
1,500百万円 

上記以外 ― ― ― ―円 

届出日以後に借入

を予定している資

金 

合計 1,500百万円
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（注） 借入の具体的な時期、方法、期間、利率等の詳細につきましては、別途協議の上定めるものとします。

なお、当社は、上記金額の融資の裏づけとして、株式会社三井住友銀行から、1,500百万円を限度と

して融資を行う用意がある旨の証明書を取得しております。 

 

(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 

（公開買付代理人）  

大和証券エスエムビーシー株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

復代理人を通じて応募された場合は、下記の復代理人を通じて決済をいたします。

（復代理人）  

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 21年３月25日（水曜日） 

 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地（外

国人株主等の場合はその常任代理人の住所）宛に郵送します。 
買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は応募株主等の指

示により、買付代金より適用ある源泉徴収税額を控除した金額を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の応募受付をした各本店若しくは全国各支店にてお

支払いします（注）。 
 

（注）公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について 

（イ）個人株主の場合 

買付代金と買付けられた株式に係る取得価額との差額は、原則として株式

等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。 

（ロ）法人株主の場合 

みなし配当課税に係る源泉徴収税額（買付価格が１株当たりの資本金等の

額を超える部分につき原則として、その差額の７％に相当する金額）が差し

引かれます。なお、外国人株主等のうち、適用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 17 日までに租税条約に関する

届出書等をご提出下さい。 

 

(７) その他 

 ①  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（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。 

本公開買付けに応募する方はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されること
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があります。 

応募者が応募の時点及び応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に居住してい

ないこと、本公開買付けに関するいかなる情報又は書類も、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ものではないこと（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。）。 

②  当社の筆頭株主である株式会社ＳＦＣＧ（平成 21 年９月末日現在の所有株式の数

1,318,000 株、同日現在の株式所有割合 28.73％）は、本公開買付けの趣旨に賛同して、

第三者（当社と法上の特別関係者の関係に該当しない第三者を指すものとします。）が、

当社の株式について、本公開買付価格を上回る買付価格であって且つ買付予定数に上限が

設けられていない条件で、法第 27 条の２以下に規定される公開買付けを開始した場合に

おいて、本公開買付けに応募することが株式会社ＳＦＣＧの取締役としての善管注意義務

に反するおそれがあると同社の取締役会が合理的に判断する場合を除いて、同社が保有す

る全株式を本公開買付けに応募することを確約しております。 

③ 当社代表取締役である束田勝が代表取締役を務める株式会社ツカダ興産（平成 20 年９

月末日現在の所有株式の数 584,562 株、同日現在の株式所有割合 12.74％）、当社の代表

取締役束田勝（同日現在の所有株式の数 406,020 株、同日現在の株式所有割合 8.85％）、

当社の取締役相談役束田俊夫（同日現在の所有株式の数348,255株、同日現在の株式所有

割合 7.59％）、束田清子氏（同日現在の所有株式の数 82,106 株、同日現在の株式所有割

合1.79％）及び束田美智子氏（同日現在の所有株式の数80,000株、同日現在の株式所有

割合 1.74％）は、本公開買付けの趣旨に賛同して、本公開買付けに応募しないことを確

約しております。 

 

 

（ご参考） 平成20年 12月末日現在の自己株式の保有状況 

  発行済株式総数（自己株式を除く。）   4,522,992株 

  自己株式数                             64,844株 

以 上 

 


