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平成 22 年５月 14 日 
各 位 

上場会社名 株式会社カワムラサイクル 

 （コード番号：7311 東証マザーズ） 

本社所在地 兵庫県神戸市西区上新地 3丁目 9番 1 

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 村 山  民 生

問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 浅 山  充 

 TEL（078）969-2800（代表） 
 
 

マックス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する 

意見表明および業務提携のお知らせ 
 

 当社は、平成22年５月14日開催の取締役会において、以下のとおり、マックス株式会社（以下
「公開買付者」といいます。）による当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」とい
います。）に関して賛同の意見を表明することを決議いたしました。一方、本公開買付価格の妥
当性については意見を留保し、本公開買付けに応募するか否かは株主の皆様の判断に委ねること
を決議いたしました。また、併せて公開買付者との間で業務提携契約を締結することを決議いた
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．当社株式に対する公開買付けに関する意見表明 

（１） 公開買付者の概要 
①名称 マックス株式会社 
②所在地 東京都中央区日本橋箱崎町６－６ 
③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 三井田 孝嗣 
④事業内容 インダストリアル機器、オフィス機器の製造販売 
⑤資本金 12,367 百万円 
⑥設立年月日 昭和 17 年 11 月 
⑦大株主および持株比率 
(平成 21 年９月 30 日現在) 

第一生命保険相互会社 
日本生命保険相互会社 
マックス共栄会第一持株会 
日本トラスティー・サービス信託銀行株式会社（信託口） 
株式会社みずほ銀行 
株式会社群馬銀行 
マックス共栄会第二持株会 
明治安田生命保険相互会社 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 
資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 

9.28％
8.76％
5.78％
5.45％
4.64％
4.19％
4.04％
3.34％
3.32％
3.19％

⑧当社と公開買付者の関係 資本関係 平成 22 年５月 14 日現在、公開買付者は当社の普通株

式 6,047 株（所有株式数割合 22.23％）を保有する筆

頭株主であり、その他の関係会社であります。 
 人的関係 当社と公開買付者との間には、記載すべき人的関係は

ありません。また、当社の関係者および関係会社との

間には、特筆すべき人的関係はありません。 
 取引関係 当社と公開買付者との間には、記載すべき取引関係は

ありません。また、当社の関係者および関係会社との

間には、特筆すべき取引関係はありません。 
 関連当事者

への該当状

況 

公開買付者は、当社のその他の関係会社に当たるた

め、連結財務諸表の用語、様式および作成方法に関す

る規則第 15条の４に定める関連当事者に該当します。
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（２） 本公開買付けに関する意見の内容・根拠および理由 
① 意見の内容 
   当社取締役会は平成 22 年５月 14 日開催の取締役会において、以下の理由から公開買付 

者による当社の株式に対する公開買付けに賛同する旨の意見表明することを決議いたし 

ました。一方、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、本公開買付けに応募す 

るか否かについては、株主の皆様に判断を委ねる旨を決議いたしました。 

 
② 意見の根拠および理由 
   当社は、当社および連結子会社３社で構成されており、車いすを中心とする福祉用具 

  の製造販売を主な事業内容とし、市場ニーズを的確に捉えた製品開発や営業活動を展開 

  しております。高齢社会の進展に伴う福祉用具の需要の増加によって、福祉用具の JIS 

マーク表示制度が一昨年からスタートしたことにより、企業の安全・安心の確保に取り 

組む姿勢に対し、さらに強い関心が向けられております。 

これからの世界的な高齢社会に伴い、福祉用具に対するニーズはますます拡大し、福

祉用具に対する認知度と期待が一層高まっていくものと思われます。当社グループは、

今後も特色のある製品を開発し、他社との差別化を図り、世界的に市場深耕を図ってま

いります。 

一方、公開買付者は、昭和 17 年に設立され、「ガラス張りの経営に徹する。全員参画

の経営に徹する。成果配分の経営に徹する。」という経営基本姿勢の基に、ホッチキスや

事務機械などのオフィス機器部門と、釘打機や浴室暖房換気乾燥機および床暖房システ

ムなどのインダストリアル機器部門を中心に、事業を展開しています。 

インダストリアル機器部門の主な対象とする住宅市場においては、近年、新設および

既設住宅のリフォームによる住宅設備機器の充実・高機能化が進み、今後の市場拡大が

見込まれています。 

これまで公開買付者は、住環境機器事業を新規事業と位置づけ、市場でトップシェア

を有する基幹商品の浴室暖房換気乾燥機を中心に、公開買付者が独自に開発したディス

ポーザ・システムや、床暖房システムなどの製品アイテムを加えて、事業領域の拡大に

取り組んでまいりました。 

このような状況の下で公開買付者は、国内における高齢社会の進展に伴う、在宅介護

ニーズの増加に合わせて、介護関連機器分野における公開買付者の独自技術を活用した

事業展開が可能と考え、現在、介護関連機器の開発に取り組んでいます。 

現在、当社は公開買付者の「顧客の現場で、顧客の使用・作業環境に合わせた製品を

開発するメカトロ技術」と当社の「介護機器・福祉用具分野での豊富なノウハウ」との

シナジーを発揮した新たな製品開発を進めておりますが、平成 22 年 5 月 14 日当社なら

びに公開買付者は、それぞれの事業分野の経営資源を活用して製品の開発・生産から販

売に至るまでの広範囲にわたる業務提携契約を締結いたしました。 

さらに公開買付者はこれまで、平成 21 年８月 11 日に株式会社イエローハットより、

平成 22 年１月 29 日にはパナソニック電工株式会社より、二度にわたり当社の株式を取

得し、当社の筆頭株主となるに至っております。 

     かかる事業環境のなかで、当社は公開買付者との関係を更に強化し新たな介護関連機

器事業に取り組むことは両社にとって有益であり、かつ両社の企業価値を高め、ひいて

は株主価値向上に資するものと考えております。 

     こうした経緯により、公開買付者が、本公開買付けを通じて当社株式の所有株式数割 

合を更に高めることで、当社とより強固な協力体制の構築を実現し、このことが企業価 

値ひいては株主共同の利益の向上に資すると判断し、本公開買付けに賛同する旨の決議 
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をいたしました。 

 ただし、当社の代表取締役社長の村山民生は、当社の第二位の株主でもあり、公開買 

付者との関係強化に率先して取り組むことが当社の業容拡大に資するとの判断の基に当 

社の本公開買付けに応募する可能性があるため、取引の公正性を期す観点から上記取締 

役会の審議および決議には参加しておりません。 

 

③ 業務提携の概要 
   当社は、公開買付者との更なる関係強化を図るため、当社と公開買付がそれぞれ得意

分野で経営資源を利用して製品の開発・生産・販売等の業務全般を協力して実施するこ

とを目的とする業務提携契約を本日付で締結しております。なお、本業務提携契約は、

包括業務提携であり、具体的な内容については、今後段階的に締結する個別契約の中で

定めてまいります。 
 
④ 上場廃止となる見込みおよびその事由 

     本公開買付けは当社株式の上場廃止を目的とするものではないとの説明を受けており

ます。しかし公開買付者は、買付けを行う株式の数に上限を設けておりません。 
本公開買付けの結果により、株式会社東京証券取引所の定める東証マザーズの上場廃

止基準に抵触した場合には、上場廃止基準を回避して上場維持の措置をとるため、公開

買付者と速やかに検討し、上場維持のための方策を決定いたします。 
      

⑤ いわゆる二段階買収に関する事項 
     現時点で、本公開買付け後に、当社の普通株式を追加取得する予定はありません。 
 

⑥ 公正性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置 
公開買付者は、当社普通株式の 6,047 株（所有株式数割合 22.23％）を保有する筆頭 

株主であり、当社を持分法適用関連会社としていることを勘案し、当社および公開買付

者は、本公開買付けにおける当社株式の買付け等の価格（以下「本公開買付価格」とい

います。）の公正性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置等本公開

買付けの公正性を担保するための措置として、以下に述べる措置を行っています。 

 

     (ⅰ) 公開買付者による公開買付価格の検討 

     公開買付者は、本公開買付けにおける本公開買付価格を決定するにあたり、当社およ

び公開買付者から独立した第三者算定機関であるＴＦＰビジネスソリューション株式会

社（以下「ＴＦＰ」といいます。）に対し、本公開買付価格の決定の参考資料として当社

の株式価値算定を依頼し、平成 22 年５月 13 日付で、当社株式の株式価値算定書を取得

しています（なお、公開買付者は、ＴＦＰから本公開買付価格の公正性に関する意見（フ

ェアネスオピニオン）を取得しておりません。）。 

     ＴＦＰは、当社株式の市場株価の動向、当社の収益性や財務状況、将来性等を勘案し、

市場株価法、類似会社比較法、およびディスカウンテッド・キャシュフロー法（以下「Ｄ

ＣＦ法」といいます。）の各手法を用いて当社の株式価値の算定を実施しており、それぞ

れの手法において算定された当社株式１株当たりの価値の範囲は以下のとおりでありま

す。 

    ・「市場株価法」    73,608円 ～  82,133円 

｢市場株価法｣では、基準日を平成22年５月13日として、基準日終値、直近１

ヶ月の終値単純平均及び出来高加重平均、直近３ヶ月の終値単純平均及び出来
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高加重平均及び直近６ヶ月の終値単純平均及び出来高加重平均を総合的に勘案

し、１株当たりの株式価値の範囲を分析しております。 

・「類似会社比較法」 92,128 円 ～ 130,912 円 

「類似会社比較法」では、上場会社の中から当社と事業内容等が類似する企業を

複数選定し、株式時価総額等と財務指標との比較を通じて対象者の株式価値を評価

し、１株当たりの株式価値の範囲を分析しております。 

・「ＤＣＦ法」    87,610円 ～  111,018円 

「ＤＣＦ法」では、当社の事業計画、直近までの業績動向及び対象者より提出

を受けた情報等をもとに対象者の事業活動によって生み出される将来のフリー・

キャッシュ・フローを想定し、それらを一定の割引率で現在価値に割り引いて企

業価値や株式価値を分析し、１株当たりの株式価値の範囲を分析しております。 

     

     公開買付者は、上記の株式価値算定書の内容を踏まえ、当社の普通株式１株当たりの 

株式価値を算定結果の下限値である73,608円から上限値である130,912円の範囲内で検 

討いたしました。 

     検討にあたっては、ＴＦＰの株式価値算定書を参考にしつつ、過去の発行者以外の者

による株式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等を踏まえ、

更に、当社による本公開買付けへの賛同の可否、当社株式の市場価格の動向、本公開買

付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ当社の既存株主に対し当社株式の市場価格に十

分なプレミアムを付与した買付価格を提示することが妥当との判断から、平成 22 年５月

14日開催の公開買付者の取締役会において、１株当たり 100,000 円と決定いたしました。 

     本公開買付けにおける本公開買付価格である１株当たり 100,000 円は、本公開買付け

を決議した公開買付者の取締役会の前日である平成 22 年５月 13 日の東証マザーズにお

ける当社株式の終値 78,400円に対して 27.55％（小数点以下第三位四捨五入。以下同じ。）

のプレミアムを加えた金額となります。 

  

(ⅱ) 当社における独立第三者機関からの株式価値算定書の取得 

当社は、本公開買付価格の合理性を検討するため、ファイナンシャル・アドバイザー

として、当社および公開買付者から独立した第三者算定機関である野村證券株式会社（以

下「野村證券」といいます。）を選任し、野村證券に対して当社の株式価値の算定を依頼

し、平成 22 年５月 14 日付で「株式価値算定書」を取得いたしました（なお、当社は、

野村證券に対し本公開買付価格の妥当性に関する意見（フェアネス・オピニオン）を求

めておりません。）。 

野村證券は、株式価値算定書において、当社の株式価値の算定手法を検討した結果、

市場株価平均法およびＤＣＦ法により当社の株式価値の算定を実施しており、それぞれ

の手法において算定された当社普通株式１株当たりの価値の範囲は以下のとおりであり

ます。 

・「市場株価平均法」 ： 73,608 円～81,917 円 

       「市場株価平均法」では、基準日を平成 22 年５月 13 日として、基準日終値並び

に直近１週間、直近１ヶ月間、直近３ヶ月間および直近６ヶ月間の終値単純平均

を総合的に勘案し、１株当たりの株式価値を算定しております。 

    ・「ＤＣＦ法」 ： 126,078 円～192,391 円 

       「ＤＣＦ法」では、当社の事業計画、直近までの業績動向および当社より提出し

た情報等を基に当社の事業活動によって生み出される将来のフリー・キャッシ

ュ・フローを想定し、それらを一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値や

株式価値を分析し、１株当たりの株式価値を算定しております。      
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（ⅲ）本公開買付けに対する意見の内容 

以上を前提として、当社は、野村證券より財務面からの助言を得るとともに、本公開 

買付けに関する公開買付者との協議並びに本公開買付けに対する当社の意見の検討およ

び表明等に関する法的側面について、当社のリーガル・アドバイザーである久保井総合

法律事務所の助言を得ながら、本公開買付けおよびこれに関連する事項について慎重に

検討を行いました。その結果、当社は、平成 22 年５月 14 日開催の取締役会において、

上記本公開買付けに関する意見の理由等を踏まえて本公開買付けが当社の企業価値の向

上に資するものと判断し、その結果本公開買付けに賛同することが妥当であると決議い

たしました。 

 一方、当社株式は上場株式であり、その株式価値は一義的には市場価格に反映されて

いると考えられます。他方、本公開買付価格は野村證券によるＤＣＦ法による算定結果

の範囲内になく下回っておりますので、本公開買付価格の妥当性についての意見を留保

し、本公開買付けに応募するか否かについては株主の皆様のご判断に委ねる旨を決議い

たしました。 

 ただし、当社の代表取締役社長の村山民生は、当社の第二位の株主でもあり、公開買 

付者との関係強化に率先して取り組むことが当社の業容拡大に資するとの判断の基に当 

社の本公開買付けに応募する可能性があるため、取引の公正性を期す観点から上記取締 

役会の審議および決議には参加しておりません。 

  

２．公開買付者と自社の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 
  該当事項はありません。 
 
３．公開買付者またはその特別関係者による利益供与の内容 
  該当事項はありません。 
 
４．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 
  該当事項はありません。 
 
５．公開買付者に対する質問 
  該当事項はありません。 
 
６．公開買付期間の延長請求 
  該当事項はありません。 
 
７．今後の見通し 
   本公開買付けならびに業務提携による当社の業績に与える今後の影響につきましては、軽

微で有ります。 
 
〈参考〉 
  公開買付者が本日公開した別紙「株式会社カワムラサイクル株式に対する公開買付けの開始 
に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

以上 
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