
 

 
平成 21 年３月３日 

各   位 

会 社 名 ミ ヤ コ 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 束田  勝 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号３４２４）  

問 合 せ 先 管 理 部 長 山内 一宏 

電 話 番 号 （０６）６３５２－６９３１ 

 

公開買付届出書の訂正届出書の提出に関するお知らせ 

 

当社は、当社の普通株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について、金融商品取

引法第 27 条の 22 の２第２項が準用する同法第 27 条の８第１項及び第２項に基づき、平成 21 年２月

18 日付で提出しました公開買付届出書（平成 21 年２月 26 日付で提出した公開買付届出書の訂正届出

書により訂正されたものをいいます。）の訂正届出書（ご参照 http://info.edinet-fsa.go.jp/）を

平成 21 年３月３日付で関東財務局長に提出しましたので（なお、訂正箇所は下線を付して表示してお

ります。）、お知らせいたします。また、あわせて本日付「『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』の一部追加及び訂正に関するお知らせ」の公表を行ったことをお知らせいたしま

す。 

なお、この公開買付届出書の訂正は、公開買付届出書の記載内容の訂正であり、基本的な本公開買

付けの条件に変更はございません。 

 

記 

 

【訂正事項】 

第１ 公開買付要項 

２ 買付け等の目的 

４  買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数 

（２） 買付け等の価格等 

算定の経緯 

９ その他買付け等の条件及び方法 

（７） その他 

 

【訂正前の内容及び訂正後の内容】 

第１ 【公開買付要項】 

２ 【買付け等の目的】 

（訂正前） 

（前略） 

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、
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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Ｓ

ＦＣＧ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し

たところ、同社は、平成21年２月23日に、同日付で東京地方裁判所民事第20部に民事再生手続

開始の申立てを行い、受理され、直ちに同裁判所から弁済禁止等の保全命令及び監督命令が発

せられた旨のプレスリリースを行い、同月24日に、同日付で東京地方裁判所より民事再生手続

開始決定を受けた旨のプレスリリースを行っております。なお、かかる平成21年２月23日付の

株式会社ＳＦＣＧのプレスリリースを受けて、当社は、平成21年２月23日、当社の関連会社で

ある株式会社ＳＦＣＧが民事再生手続開始の申立てを行った旨のプレスリリースを行っており

ます。 

なお、株式会社ＳＦＣＧは、平成21年２月９日、関東財務局長に対し、平成20年２月２日時

点で株式会社ＳＦＣＧが保有する全ての当社株式1,318,000株（なお、平成21年２月２日現在の

株券等保有割合28.73％と記載されております。）に関して、株式会社ＳＦＣＧと日本振興銀行

株式会社との間に担保契約が存在している旨の変更報告書（以下「株式会社ＳＦＣＧによる変

更報告書」といいます。）を提出しており、日本振興銀行株式会社は、平成21年２月25日、関東

財務局長に対し、同銀行が平成21年２月20日付で担保権の行使により当社株式1,318,000株（な

お、平成21年２月20日現在の株券等保有割合28.73％と記載されております。）を取得した旨の

大量保有報告書（以下「日本振興銀行株式会社による大量保有報告書」といいます。）を提出し

ております。 

なお、日本振興銀行株式会社による大量保有報告書の提出を受けて、当社は、平成21年２月

25日、同大量保有報告書に依拠して、日本振興銀行株式会社が当社の主要株主である筆頭株主

及び「その他の関係会社」となった旨のプレスリリースを行い、また、平成21年２月26日、近

畿財務局長に対して、日本振興銀行株式会社が当社の主要株主になった旨の臨時報告書を提出

しております。 

（後略） 

 

（訂正後） 

（前略） 

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
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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Ｓ

ＦＣＧ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し

たが、同社は、平成21年２月23日に、同日付で東京地方裁判所民事第20部に民事再生手続開始

の申立てを行い、受理され、直ちに同裁判所から弁済禁止等の保全命令及び監督命令が発せら

れた旨のプレスリリースを行い、同月24日に、同日付で東京地方裁判所より民事再生手続開始

決定を受けた旨のプレスリリースを行っております。なお、かかる平成21年２月23日付の株式

会社ＳＦＣＧのプレスリリースを受けて、当社は、平成21年２月23日、当社の関連会社である

株式会社ＳＦＣＧが民事再生手続開始の申立てを行った旨のプレスリリースを行っております。 

また、株式会社ＳＦＣＧは、平成21年２月９日、関東財務局長に対し、平成21年２月２日時

点で株式会社ＳＦＣＧが保有する全ての当社株式1,318,000株（なお、平成21年２月２日現在の

株券等保有割合28.73％と記載されております。）に関して、株式会社ＳＦＣＧと日本振興銀行

株式会社との間に担保契約が存在している旨の変更報告書（以下「株式会社ＳＦＣＧによる変

更報告書①」といいます。）を提出していたところ、日本振興銀行株式会社は、平成21年２月25

日、関東財務局長に対し、同銀行が平成21年２月20日付で担保権の行使により当社株式

1,318,000株（なお、平成21年２月20日現在の株券等保有割合28.73％と記載されております。）

を取得した旨の大量保有報告書（以下「日本振興銀行株式会社による大量保有報告書」といい

ます。）を提出しております。株式会社ＳＦＣＧも、平成21年２月27日、関東財務局長に対し、

日本振興銀行株式会社が、同月20日、株式会社ＳＦＣＧが保有していた全ての当社株式

1,318,000株に付していた担保権を実行したため、同株式全部が処分された旨（なお、処分後の

同月20日現在の株券等保有割合－％と記載されております。）の変更報告書（以下「株式会社Ｓ

ＦＣＧによる変更報告書②」といいます。）を提出しております。 

上記の日本振興銀行株式会社による大量保有報告書の提出を受けて、当社は、平成21年２月

25日、同大量保有報告書に依拠して、日本振興銀行株式会社が当社の主要株主である筆頭株主

及び「その他の関係会社」となった旨のプレスリリースを行い、また、平成21年２月26日、近

畿財務局長に対して、日本振興銀行株式会社が当社の主要株主になった旨の臨時報告書を提出

しております。また、上記の株式会社ＳＦＣＧによる変更報告書②の提出を受けて、当社は、

平成21年２月27日、同変更報告書に依拠して、株式会社ＳＦＣＧが当社の主要株主である筆頭

株主及び「その他の関係会社」でなくなった旨のプレスリリースを行い、また、平成21年３月

２日、近畿財務局長に対して、株式会社ＳＦＣＧが当社の主要株主でなくなった旨の臨時報告

書を提出しております。 

なお、当社は、日本振興銀行株式会社から、同銀行が保有する全ての当社株式1,318,000株（平

成21年３月２日現在の株式所有割合28.73％）を本公開買付けに応募する旨の連絡を受けており、

また、公開買付代理人より、平成21年３月２日、日本振興銀行株式会社名義で当社株式1,318,000

株（平成21年３月２日現在の株式所有割合28.73％）の本公開買付けへの応募があったことを確

認した旨の連絡を受けました。 

（後略） 

 

４ 【買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数】 
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（２） 【買付け等の価格等】 

算定の経緯 

（訂正前） 

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％）を本公開買付けに応募する旨の確約を得ておりましたところ、同社は、平成21年２

月23日に、同日付で東京地方裁判所民事第20部に民事再生手続開始の申立てを行い、受理され、

直ちに同裁判所から弁済禁止等の保全命令及び監督命令が発せられた旨のプレスリリースを行

い、同月24日に、同日付で東京地方裁判所より民事再生手続開始決定を受けた旨のプレスリリ

ースを行っております。なお、かかる平成21年２月23日付の株式会社ＳＦＣＧのプレスリリー

スを受けて、当社は、平成21年２月23日、当社の関連会社である株式会社ＳＦＣＧが民事再生

手続開始の申立てを行った旨のプレスリリースを行っております。 

なお、株式会社ＳＦＣＧは、平成21年２月９日、関東財務局長に対し、株式会社ＳＦＣＧに

よる変更報告書を提出しており、日本振興銀行株式会社は、平成21年２月25日、関東財務局長

に対し、日本振興銀行株式会社による大量保有報告書を提出しております。 

なお、日本振興銀行株式会社による大量保有報告書の提出を受けて、当社は、平成21年２月

25日、同大量保有報告書に依拠して、日本振興銀行株式会社が当社の主要株主である筆頭株主

及び「その他の関係会社」となった旨のプレスリリースを行い、また、平成21年２月26日、近

畿財務局長に対して、日本振興銀行株式会社が当社の主要株主になった旨の臨時報告書を提出

しております。 

 （後略） 

 

（訂正後） 

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
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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％）を本公開買付けに応募する旨の確約を得ておりましたが、同社は、平成21年２月23

日に、同日付で東京地方裁判所民事第20部に民事再生手続開始の申立てを行い、受理され、直

ちに同裁判所から弁済禁止等の保全命令及び監督命令が発せられた旨のプレスリリースを行い、

同月24日に、同日付で東京地方裁判所より民事再生手続開始決定を受けた旨のプレスリリース

を行っております。なお、かかる平成21年２月23日付の株式会社ＳＦＣＧのプレスリリースを

受けて、当社は、平成21年２月23日、当社の関連会社である株式会社ＳＦＣＧが民事再生手続

開始の申立てを行った旨のプレスリリースを行っております。 

また、株式会社ＳＦＣＧは、平成21年２月９日、関東財務局長に対し、株式会社ＳＦＣＧに

よる変更報告書①を提出していたところ、日本振興銀行株式会社は、平成21年２月25日、関東

財務局長に対し、日本振興銀行株式会社による大量保有報告書を提出しております。株式会社

ＳＦＣＧも、平成21年２月27日、関東財務局長に対し、株式会社ＳＦＣＧによる変更報告書②

を提出しております。 

上記の日本振興銀行株式会社による大量保有報告書の提出を受けて、当社は、平成21年２月

25日、同大量保有報告書に依拠して、日本振興銀行株式会社が当社の主要株主である筆頭株主

及び「その他の関係会社」となった旨のプレスリリースを行い、また、平成21年２月26日、近

畿財務局長に対して、日本振興銀行株式会社が当社の主要株主になった旨の臨時報告書を提出

しております。また、上記の株式会社ＳＦＣＧによる変更報告書②の提出を受けて、当社は、

平成21年２月27日、同変更報告書に依拠して、株式会社ＳＦＣＧが当社の主要株主である筆頭

株主及び「その他の関係会社」でなくなった旨のプレスリリースを行い、また、平成21年３月

２日、近畿財務局長に対して、株式会社ＳＦＣＧが当社の主要株主でなくなった旨の臨時報告

書を提出しております。 

なお、当社は、日本振興銀行株式会社から、同銀行が保有する全ての当社株式1,318,000株（平

成21年３月２日現在の株式所有割合28.73％）を本公開買付けに応募する旨の連絡を受けており、

また、公開買付代理人より、平成21年３月２日、日本振興銀行株式会社名義で当社株式1,318,000

株（平成21年３月２日現在の株式所有割合28.73％）の本公開買付けへの応募があったことを確

認した旨の連絡を受けました。 

(後略) 

 

９ 【その他買付け等の条件及び方法】 

（７） 【その他】 

（訂正前） 

 （前略） 

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
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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

確約しておりましたところ、同社は、平成21年２月23日に、同日付で東京地方裁判所民事第20

部に民事再生手続開始の申立てを行い、受理され、直ちに同裁判所から弁済禁止等の保全命令

及び監督命令が発せられた旨のプレスリリースを行い、同月24日に、同日付で東京地方裁判所

より民事再生手続開始決定を受けた旨のプレスリリースを行っております。なお、かかる平成

21年２月23日付の株式会社ＳＦＣＧのプレスリリースを受けて、当社は、平成21年２月23日、

当社の関連会社である株式会社ＳＦＣＧが民事再生手続開始の申立てを行った旨のプレスリ

リースを行っております。 

なお、株式会社ＳＦＣＧは、平成21年２月９日、関東財務局長に対し、株式会社ＳＦＣＧによ

る変更報告書を提出しており、日本振興銀行株式会社は、平成21年２月25日、関東財務局長に

対し、日本振興銀行株式会社による大量保有報告書を提出しております。 

なお、日本振興銀行株式会社による大量保有報告書の提出を受けて、当社は、平成21年２月25

日、同大量保有報告書に依拠して、日本振興銀行株式会社が当社の主要株主である筆頭株主及

び「その他の関係会社」となった旨のプレスリリースを行い、また、平成21年２月26日、近畿

財務局長に対して、日本振興銀行株式会社が当社の主要株主になった旨の臨時報告書を提出し

ております。 

（後略） 

 

（訂正後） 

（前略） 

② 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、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

を確約しておりましたが、同社は、平成21年２月23日に、同日付で東京地方裁判所民事第20部

に民事再生手続開始の申立てを行い、受理され、直ちに同裁判所から弁済禁止等の保全命令及

び監督命令が発せられた旨のプレスリリースを行い、同月24日に、同日付で東京地方裁判所よ

り民事再生手続開始決定を受けた旨のプレスリリースを行っております。なお、かかる平成21

年２月23日付の株式会社ＳＦＣＧのプレスリリースを受けて、当社は、平成21年２月23日、当

社の関連会社である株式会社ＳＦＣＧが民事再生手続開始の申立てを行った旨のプレスリリ

ースを行っております。 

また、株式会社ＳＦＣＧは、平成21年２月９日、関東財務局長に対し、株式会社ＳＦＣＧに

よる変更報告書①を提出していたところ、日本振興銀行株式会社は、平成21年２月25日、関東
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財務局長に対し、日本振興銀行株式会社による大量保有報告書を提出しております。株式会社

ＳＦＣＧも、平成21年２月27日、関東財務局長に対し、株式会社ＳＦＣＧによる変更報告書②

を提出しております。 

上記の日本振興銀行株式会社による大量保有報告書の提出を受けて、当社は、平成21年２月

25日、同大量保有報告書に依拠して、日本振興銀行株式会社が当社の主要株主である筆頭株主

及び「その他の関係会社」となった旨のプレスリリースを行い、また、平成21年２月26日、近

畿財務局長に対して、日本振興銀行株式会社が当社の主要株主になった旨の臨時報告書を提出

しております。また、上記の株式会社ＳＦＣＧによる変更報告書②の提出を受けて、当社は、

平成21年２月27日、同変更報告書に依拠して、株式会社ＳＦＣＧが当社の主要株主である筆頭

株主及び「その他の関係会社」でなくなった旨のプレスリリースを行い、また、平成21年３月

２日、近畿財務局長に対して、株式会社ＳＦＣＧが当社の主要株主でなくなった旨の臨時報告

書を提出しております。 

なお、当社は、日本振興銀行株式会社から、同銀行が保有する全ての当社株式1,318,000株

（平成21年３月２日現在の株式所有割合28.73％）を本公開買付けに応募する旨の連絡を受け

ており、また、公開買付代理人より、平成21年３月２日、日本振興銀行株式会社名義で当社株

式1,318,000株（平成21年３月２日現在の株式所有割合28.73％）の本公開買付けへの応募があ

ったことを確認した旨の連絡を受けました。 

（後略） 

                                         以上 
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