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平成22年 2月 19日 

各 位 

三重県四日市市日永二丁目３番３号 

アップルインターナショナル株式会社 

代表取締役社長 高田 祐二 

（コード番号：２７８８ 東証マザーズ） 

問合せ先 社長室室長 岩田 聰 

ＴＥＬ（059）347-3515 

 
 

Star Gate Investment Holdings Limited による公開買付け提案に対する当社の方針 

 

当社は、本日開催の取締役会において、Star Gate Investment Holdings Limited (以下、「Star Gate」

といいます。)による当社株式の公開買付け提案(以下、「本提案」といいます。)につきまして、現時点で

は受け入れられない旨当社の方針を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。なお、本日、Star Gate

と当社の仲介者より、当社に対する本提案を取り下げる旨の意向を受けており、正式な取下げ表明書は近

日中に送付されるとの連絡を受けております。 

 

記 

 

１．本提案の経緯 

Star Gateからは当社に対する本提案がなされたのは平成21年 12月 22日であります。本リリース添付

1の「株式公開買付け意向書」と称する文書(以下、「意向書」といいます。)が当社取締役会長久保和喜

および代表取締役社長高田祐二宛に送付されてきました。 

当社は、意向書の体裁の不備、稚拙な内容から、平成22年１月６日、Star Gateについての調査をDLA 

Piper 東京Partnership外国法共同事業法律事務所（以下「DLA」といいます。）の石川耕治弁護士に依頼

いたしました。 

さらに当社は平成 22年１月 15日に、Star Gate に宛てて本提案に関する情報提供のお願いをする文書

を送付し、同月21日、Star Gateより本リリース添付2の「ご回答書」と称する文書(以下「回答書」と

いいます。)を受領いたしました。 

DLA による Star Gate の調査報告および回答書について、当社および DLA と協議しました結果、以下に

述べます問題点が明らかとなりました。当社としましては、当該問題点が現時点において本提案の組成に

致命的なものであると判断いたしました。 

 

２．本提案の概要 

本提案の内容の詳細は本リリース添付1および2に説明されていますが、その概要は以下のとおりです。 

① 日本の株式市場は規制が多く、非常にリスクがあり、投資家から訴えられやすい環境にある。従

って、非上場化により事業を強化し、更なる発展を遂げたい。 

② アップルインターナショナル株式会社の子会社であるアップルオートネットワーク株式会社(三

重県四日市市)(以下、「アップルオート」といいます。)を上場させる。 

③ アップルインターナショナル株式会社の香港子会社である A.I. HOLDINGS（Hong Kong） 

LIMITED(中華人民共和国香港特別行政区)(以下、「AI香港」といいます。)を上場させる。 

④ 株式公開買付の時期：できるだけ速やかに、３月頃からの開始を予定 

⑤ 株式公開買付価格：直近時価に相当程度のプレミアムを想定 

⑥ 株式公開買付下限： 67％以上を下限とする 
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３．公開買付提案者の概要 

(1) 商 号  Star Gate Investment Holdings Limited 

(2) 主 な 事 業 内 容  不明 

(3) 設 立 年 月 日  平成20年２月13日 

(4) 本 店 所 在 地  Unit 3402-2, 34/F., AIA Tower, 183 Electric Road, North Point, 

    Hong Kong S.A.R., People’s Republic of China 

  （Star Gateは会社としての実体がないいわゆるペーパー・カンパ

ニーであり、以下の秘書サービス会社の住所を本店として登録して

おります。） 

Hong Kong Managers & Secretaries Limited 

                会社番号: 20984 

  住所: Unit 3402-2, 34/F., AIA Tower, 183 Electric Road, North 

 Point, Hong Kong S.A.R., People’s Republic of China 

(5) 代 表 者 の 氏 名  下原 努 

(6) 資 本 金 15 万香港ドル(１香港ドルを約 11.5 円として日本円で約 172 万

5,000円) 

(7) 大株主・持株比率  下原努氏が発行済株式総数(普通株式15万株)の全てを保有 

(8)  当社との関係等  資本関係、人的関係および取引関係は一切ありません。 

                 

 

４．本提案に対する当社の意見 

当社は、Star Gate からの本提案を受けて、本提案が当社の株主共同の利益の確保および向上に資する

ものかどうか、外部の専門家も交えて真摯に検討しました。その過程で Star Gate に対して平成 22年１

月15日に本提案に関する情報提供のお願いをする文書も送付しました。 

しかしながら、Star Gate の意向書および回答書には後述の疑問点があり、これらの疑問点が解消され

ない限り、当社としては、株式共同の利益を守るために本提案に反対の意思表示をせざるを得ないと判断

するにいたりました。それよりも、当社が今後取り組んでまいります新たな事業を着実に実行することに

よって、中長期的な企業価値の向上が図れるものと考えております。この新たな取り組みに関する詳細に

関しましては、当月開催予定の当社決算説明会にてご説明し、その様子は開催後速やかに動画にて当社ホ

ームページに掲載致しますので、そちらをご参照頂ければと存じます。 

  

 



- 3 - 

５．本提案の問題点 

  疑問点1 買付け資金の真実の提供者が不明であること。 

Star Gate から本提案がなされた後、当社は、大手国際法律事務所の一つである DLA を起用し、同法律

事務所の東京オフィスおよび香港オフィスの弁護士に依頼して、Star Gateの会社登記、定款等の書類調

査および香港における現地調査を実施しました。 

その結果、Star Gate は会社としての実体がないいわゆるペーパー・カンパニーであり、その本店登録

地も秘書サービス会社の住所を利用していることが判明しました。また、本店登録地にはStar Gateの看

板すら掲げられておらず、もちろんオフィスや会議室等もなく、雇用されている従業員等もおりませんで

した。 

また、Star Gate の登録資本金は15万香港ドル(1香港ドルを約11.5 円として日本円で約172万 5,000 

円)にすぎません。従って、Star Gate 独自の資金では本提案に基づく公開買付けを実行することは不可 

能であります。 

そうすると、Star Gate は本提案実行のためには第三者から何らかの方法で資金を調達する必要があり 

ますが、その資金提供者の具体的な情報については、意向書においても回答書においても一切に明らかに

しておりません。 

Star Gateは回答書の中で、「中国中小企業連合会」、「National Investments Fund Limited」およ

び「サンフンカイ社」等といった団体・企業名を資金提供者として挙げていますが、当社が現在までに調

査した範囲では、そのような団体・企業とStar Gateとの間で真実、本提案を実行するために必要な資金

の提供を確約する契約等が締結されていない可能性も高いと推測されます。また、意向書の中には事実誤

認および誤記が 非常に多くあることから、意向書の内容の信憑性が極めて低いと判断せざるを得ません。 

当社の要請にも関わらず Star Gate は直近の財務諸表等すら提示せず、その真実の支配者および資金

源を隠匿する意図かとも推測されます。このような疑問点が解消されない限り、当社は本提案に反対せざ

るを得ません。 

 

 疑問点2 当社を非上場化するという本提案の真の目的が不明であり、逆に、当社を非上場化して

  しまうと本提案の内容そのものが実行不可能になること。 

Star Gate の回答書によれば、当社を非上場化した後に、「きっちりとした形のホールディング会社に 

し、業務をきれいに分け、子会社をそれぞれ独立した組織体とした上で業務を進めていき、上場させてい

く考えを持っております。」と述べています。 

上記文章からは、上場させるのが子会社なのか一度非上場化された後の当社なのかが不明であり、仮に

子会社の上場を意図しているとしても、新規株式公開に関する世界共通の原則として、親会社が非上場会

社のままで子会社を上場させることは不可能ないし非常に困難であります。本提案の中核をなすアップル

オートと AI 香港の上場は、当社が上場会社であってこそ可能になるのであり、当社を非上場化すること

は本提案の内容を自ら否定にするに等しいと評価できます。 

また、上記文章の意図するところが当社の再上場であると仮定しても、一旦非上場化した後に短期間に

再び上場させる目的であるとすれば、当社の株主及び証券取引所制度そのものを愚弄する行為と言わざる

を得ません。 

このように、新規株式公開に関する基礎的知識の欠如および本提案に内在する自己矛盾が明らかである

以上、当社は本提案に反対せざるを得ません。 

  

疑問点3 当社を非上場化後にアップルオートおよび AI 香港を上場させるという本提案は破綻し
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ていること。 

既に説明しましたように、日本および香港の上場基準上、当社を非上場化した場合、アップルオートお

よびAI香港が上場することは不可能ないし非常に困難であります。 

アップルオートおよび AI 香港を上場させることが本提案の核心でありますが、それは当社が上場企業

であってこそ可能であります。  

 

 

６．当社の今後の対応方針 

当社は創業以来、中古車輸出事業のパイオニアとして、東南アジア圏を中心に事業展開を進め、現地デ

ィーラーを通じて車社会の発展に貢献してまいりました。当社が属する業界環境を見ますと、世界的不況

の影響下で世界の自動車販売台数が前年比マイナスとなる中、既存の主要マーケットである欧米諸国に替

わり中国をはじめアジア地域の存在感が拡大、今後世界を主導するマーケットになることが確実視される

状況となっております。 

係る環境下、既に東南アジア圏における実績とネットワークを構築している当社といたしましては、こ

の先更なる飛躍を遂げるべく、2009 年度におきましてこれまでの急激な拡大の歪みで生じたレガシーコ

ストの一掃を完了し、この 2010 年度を次の成長に向けたスタートの年と位置付け、新たな取り組みに着

手しております。これまで分散しておりました経営資源を、今後大きな成長が期待される東南アジア圏に

集約、新たにフランチャイズ事業を展開し、売掛金に頼らない安定した収益基盤を早期に構築すべく全力

で取り組んでまいる所存です。 

以上の経営戦略を着実に実行することが、中長期的には企業価値の向上に繋がり、結果株主の皆様に対

する安定的な利益の還元に繋がるものと確信しております。 

従いまして、当社としては、本提案に内在する上記のような問題点が解消されない限り、当社株主の共

同利益の確保および向上ならびに上場企業としての継続性維持の立場から、本提案に対しては反対の意思

を表明します。 

なお、本日、Star Gate 側より本提案を取り下げる旨の意向が Star Gate と当社の仲介者より当社に寄

せられておりますが、Star Gate から正式な取下げ表明書が近日中に送付されるとの連絡を受けており、

開示すべき事項が発生しましたら、速やかに開示してまいります。 

当社は、本提案に関する法的諸問題の検討については、DLA Piper 東京Partnership外国法共同事業法

律事務所の石川耕治弁護士の助言を受けており、適用ある法令に基づき、当社株主共同の利益の確保およ

び向上に引き続き努めていく所存です。 

 

 

以 上 


















