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平成 21 年４月８日 

 

各   位 

 

会 社 名 黒川木徳ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 間 瀬 博 行 

（コード ８７３７ 大証第２部） 

問合せ先 執行役員管理副本部長兼IR・広報部長兼財務副部長 川中 雅浩 

（ T E L  0 3－ 6 8 2 1－ 0 6 0 6） 

 

株式会社エスケイ・キャピタルによる株式会社オープンルー

プ株式に対する公開買付け開始及び本公開買付に関する当社

による融資証明提出に関するお知らせ 

 
平成 21 年３月 17 日付プレスリリース「株式会社オープンループに対する公開買付け提案に

関して、株式会社エスケイ・キャピタルから同社株式に対する公開買付けの意向表明及び当社

提案の取下げに関するお知らせ」にて、株式会社エスケイ・キャピタル（本社：東京都新宿区、

代表者：佐藤憲治、以下「ＳＫ社」という。）より、株式会社オープンループ（本社：札幌市、

代表者：駒井 滋、証券コード：4831（株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場）、以下「ＯＬ

社」という。）の発行する普通株式を公開買付けの方法により取得することを目的とし、ＯＬ社

の取締役会に対し意向表明を行っている旨をお知らせしておりましたが、今般、ＳＫ社よりＯ

Ｌ社株式への公開買付が開始されること及び当社において本公開買付資金の提供に関する融資

証明を提出したことについて、お知らせいたします。 

記 

１．当社の融資証明の内容 

ＳＫ社が所有するＯＬ社普通株式の質権者である当社は、ＯＬ社の現在の厳しい経営状況

を認識しており、ＳＫ社の本公開買付けの趣旨に賛同し、本買付資金を融資することと致し

ました。 

当社は、ＳＫ社によるＯＬ社の発行済普通株式に対する金融商品取引法及び関連法令に基

づく公開買付における株式買付資金及びその付帯費用として、383,408 千円を限度として貸

し付ける用意があることを証明しております。 

 

２．ＳＫ社の公開買付の目的 

ＳＫ社およびＳＫ社親会社の株式会社エムワン・キャピタルは、投資業・経営コンサルタ

ント業を営んでおり、投資業務に加え、主に事業再生・事業再編の経営コンサルティング業

務を行っており、当該業務を通じて培った事業再生・事業再編のノウハウはＯＬ社の企業価

値の向上に資するものと考えております。 

一方、ＯＬ社は、平成９年 10 月に情報セキュリティ技術の受託業務を行う「株式会社オ
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ープンループ」を設立し、平成 15 年３月に人材請負派遣業を行う「株式会社トラストワー

ク」を吸収合併し、現在に至っており、ＩＴセキュリティ事業においては、ＩＴセキュリテ

ィ技術の開発・販売・ライセンスの供与及びＩＴセキュリティコンサルティングを行ってお

り、ヒューマンリソーシズ事業においては、労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業及び

建設業法に基づく業務等を行っております。 

ＯＬ社が属する人材派遣業界においては、世界的な金融市場の混乱やそれに伴う世界経済

の減速傾向を受け、有効求人倍率の大幅な低下など雇用情勢が急速に悪化しております。ま

た、日雇い派遣の原則禁止等、労働者派遣法の改正に関する社会的議論も活発に行われてお

り、厳しい経営環境が継続しております。 

このような環境の中、ＯＬ社が厳しい競争に勝ち、企業価値の向上を図るためには、新た

な事業領域を拡大するための取組み、多様化する市場や顧客ニーズに対応するための営業体

制の構築、継続的なコスト削減等の抜本的な経営改革を迅速に行っていく必要があると判断

し、ＳＫ社はＯＬ社を完全子会社化することを目的に本公開買付けを行うことといたしまし

た。 

本公開買付けにおいては、買付予定数の下限を 31,254 株（「公開買付応募契約書」を締結

した大株主の株式数）に設定しており、下限に満たないときは、応募株券等の全部の買付け

を行いません。一方、買付予定数の上限は設定しておりませんので、応募株券等の数の合計

が買付予定数の下限以上の場合には、応募株券等の全部の買付けを行います。 

本公開買付けにあたり、ＳＫ社はＯＬ社の大株主であるクオンツキャピタルアジアリミテ

ッド（常任代理人 株式会社クオンツ・キャピタル、所有株式数 21,127 株 、所有割合

14.01％）、株式会社クオンツ・キャピタル（所有株式数 10,127 株、所有割合 6.71％）、各々

の大株主の担保権者である株式会社大成コーポレーションとの間で、平成 21 年４月７日付

で「公開買付応募契約書」を締結し、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。 

なお、平成 21 年４月７日時点では、ＯＬ社より賛同を得ておりませんが、引き続き賛同

を得るよう交渉を行っております。 

 

３．ＳＫ社の公開買付の概要 

(1）対象者の概要 

①商号      株式会社オープンループ 

②主な事業内容  ＩＴセキュリティ事業、ヒューマンリソーシズ事業等 

③設立年月日   平成９年 10 月 24 日 

④本社所在地   札幌市中央区北一条西三丁目２番地 

⑤代表者     代表取締役社長 駒井 滋 

⑥資本の額    1,218,115 千円（平成 20 年 12 月 31 日） 

⑦発行済株式総数 150,852 株（平成 20 年 12 月 31 日） 

⑧大株主構成及び持株比率（平成 20年 12 月 31 日） 
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株式会社エスケイ・キャピタル 39.77％ 

クオンツキャピタルアジアリミテッド 

（常任代理人 AG株式会社） 
14.01％ 

株式会社クオンツ・キャピタル 6.71％ 

（注 1）持株比率は、ＯＬ社の発行済株式総数（平成 20 年 12 月 31 日）を基準に算

出しております。 

（注 2）記載内容はＯＬ社第 11 期有価証券報告書及び第 12 期第 1 四半期報告書を参

考に記載しております。 

（注 3）クオンツキャピタルアジアリミテッド及び株式会社クオンツ・キャピタルの

所有株式全部について、株式会社大成コーポレーションは質権を設定してお

ります。 

⑨ＳＫ社との関係 

資本関係 ＳＫ社はＯＬ社の普通株式を 60,000 株所有す
る筆頭株主であり、新株予約権を 34,000 個所
有しております。 

取引関係 該当事項はございません。 

人的関係 ＳＫ社は取締役を２名派遣しております。 

 

(2）買付けを行う株券等の種類 

普通株式 

 

(3）公開買付期間 

平成 21 年４月８日（水曜日）～平成 21 年５月 18 日（月曜日）の 25 日間 

 

(4）買付価格 

１株につき 4,000 円 

 

(5）買付価格の算定の基礎 

ＳＫ社が提示した１株当たり 4,000 円の買付価格は、ＯＬ社普通株式の市場価格、財

務・資産状況及び経営成績等を総合的に勘案し決定したものであり、平成 21 年４月６日ま

での直近３ヶ月間終値単純平均 3,060 円(小数点以下四捨五入) に対して、約 30.7% (小

数点以下第二位四捨五入)のプレミアムを加えた額に相当しています。 

平成 21 年３月 17 日付プレスリリース「株式会社オープンループに対する公開買付け提

案に関して、株式会社エスケイ・キャピタルから同社株式に対する公開買付けの意向表明

及び当社提案の取下げに関するお知らせ」においてもお知らせいたしましたが、ＳＫ社は

上記価格の決定にあたり参考にするため、第三者算定機関である株式会社コーポレート・

アドバイザーズ・アカウンティング（以下、「ＣＡ社」という。）に対し、対象者の株式価
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値の算定を依頼し、ＣＡ社は市場株価平均法及び修正純資産法により対象者の株式にかか

る価値分析を行いました。 

市場株価平均法では、当社よりＯＬ社に対して公開買付けの提案がなされた平成 21 年

３月 10 日を基準日として、大阪証券取引所ヘラクレス市場における対象者株式の直近５

日間終値単純平均、直近１ヶ月間終値単純平均及び直近３ヶ月間終値単純平均を基に株式

価値を分析し、１株あたりの株式価値を 2,201 円から 3,269 円と算定しております。 

修正純資産法では、平成 20 年９月期決算のＯＬ社の財務数値を使用し、同貸借対照表

項目について換金可能性を考慮した再評価を行うとともに、今後発生が見込まれている費

用等を調整することにより、１株あたりの株式価値を 2,481 円から 6,527 円と算定してお

ります。 

ＳＫ社は、上記分析結果を参考に、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けに

おいて市場価格に付与されたプレミアムの実例を踏まえ、ＯＬ社の既存株主に対してＯＬ

社株式の市場価格に十分なプレミアムを付した買付価格を提示することが妥当であると判

断し、本公開買付けにおけるＯＬ社株式にかかる買付価格を 1 株あたり 4,000 円と決定い

たしました。 

 

(6）買付予定株式数 

31,254 株 

（注）応募株券等の数の合計が買付予定数（31,254 株）に満たなかった場合は、応募株

式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

（31,254 株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

 

(7）本公開買付けによる所有株式数の異動 

買付前所有株式数 60,000株 39.77％ 

買付後所有株式数 91,254株 60.49％ 

(注 1）買付後所有株式数は、買付予定数（31,254 株）を買付けた場合の株式数となります。 

(注 2）持株比率は、ＯＬ社の発行済株式総数（平成 20 年 12 月 31 日）を基準に算出して

おります。 

 

(8）公開買付開始公告日 

平成 21 年４月８日（水曜日） 

（注）同日、日本経済新聞にて電子公告を掲載する旨を掲載いたします。 

電子公告アドレス http://info.edinet-fsa.go.jp/ 

 

(9）公開買付代理人 

黒川木徳証券株式会社 
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(10)買付け等に要する資金 

145,016 千円（予定） 

（注）上記金額は、買付予定数（31,254 株）に買付価格（4,000 円）を乗じた金額に、

買付手数料（15,000 千円）及びその他費用（5,000 千円）を加算した金額を記載

しております。応募株数等の数の合計が買付予定数以上のときは、応募株券等の

全部の買付け等を行いますので、ＯＬ社の発行済株式総数（150,852 株）から、

ＳＫ社が保有する対象者の普通株式（60,000 株）を控除した 90,852 株を買付け

た場合の買付代金は最大 363,408 千円になり、買付手数料（15,000 千円）及びそ

の他費用（5,000 千円）を合計した金額は 383,408 千円となります。 

 

(11)決済開始日 

平成 21 年５月 22 日（金曜日） 

 

４．今後の見通し 

なお、今後の見通しにつきましては不確定な要素が多いため、重要な決定等があり次第、

速やかに開示いたします。 

 

以上 


