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平成 23 年 10 月７日 

各 位 

会 社 名   株式会社エムケーキャピタルマネージメント 

代表者名   代表取締役 兼 社長執行役員 加藤 一郎太 

（コード番号 2478  東証マザーズ） 

問合せ先   取締役 兼 常務執行役員  嵯峨 行介 

（TEL．03 － 5775 － 2478 ） 

 

 

マーブルホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付け 

に関する意見表明のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、マーブルホールディングス株式会社（以下、「公開買

付者」といいます。）による当社普通株式及び新株予約権に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といい

ます。）に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨すること、

及び新株予約権に関して本公開買付けに応募するか否かについては、新株予約権の保有者の皆様のご判断に委ね

ることを決議いたしましたので、お知らせいたします。当該取締役会決議は、本公開買付けにおいて「基準株式

数」（下記3.(2).①において定義します。）以上の当社普通株式が応募されることを条件として、公開買付者が、

下記「3.(5)本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の手続を経て当

社普通株式を全て取得することを企図していること、及びかかる手続が実施された場合当社普通株式が上場廃止

となることを前提として行われたものです。 

なお、上記取締役会決議は、下記「3.(4)買付価格の公正性を担保するための措置及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」の「④ 当社における利害関係を有しない取締役及び

監査役全員の承認」に記載の方法により決議されております。 
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１．公開買付者の概要（平成23年10月７日現在） 

①名称 マーブルホールディングス株式会社 

②所在地  東京都千代田区紀尾井町４番１号 

③代表者の 

役職・氏名 
代表取締役 松田清人 

④事業内容 

①不動産等の資産に対する投資計画の企画、立案およびその実施等 

②有価証券の取得および保有 

③会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する事業 

④前各号に付帯または関連する一切の業務 

⑤資本金 500千円 

⑥設立年月日 平成23年９月20日 

⑦大株主及び 

持分比率 

ユニゾン・キャピタル３号投資事業組合 24.87％

Unison Capital III(F),L.P.  31.58％

Unison Capital III(A),L.P.  24.03％

Unison Capital III(B),L.P.  19.52％

⑧当社と公開買付

者との関係  

資本関係 

当社と公開買付者とは資本関係はありませんが、平成23年８月31

日現在、ユニゾン・キャピタル・グループ（下記3.(2).①におい

て定義します。）に属する投資ファンドが当社の株式を保有して

おり、発行済株式総数に対する割合は、以下の通りです。 

Unison Capital I, L.P. 

（ユニゾン・キャピタル３号投資事業組合と主要出資

者が同一） 

15.20％

Unison Capital II, L.P. 

（Unison Capital III(F),L.P. と主要出資者が同一） 
19.31％

Unison Capital Partners III(A) 

（Unison Capital III(A),L.P. の主要出資者） 
14.69％

Unison Capital Partners III(B) 

（Unison Capital III(B),L.P. の主要出資者） 
11.93％

人的関係 

公開買付者の代表取締役であり、かつ公開買付者の出資者のサブ

アドバイザーであるユニゾン（下記3.(2).①において定義しま

す。）の取締役である松田清人氏は、当社社外取締役であります。

ユニゾンの取締役である山本修氏は、当社社外取締役であります。

ユニゾンの従業員である大谷直樹氏は、当社社外取締役でありま

す。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者

への該当状

況 

該当事項はありません。 
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２．公開買付者が買付け等を行う株券等の種類 

(1)普通株式 

(2)新株予約権 

① 平成20年11月26日開催の当社定時株主総会の特別決議に基づき発行された新株予約権（以下、「第９

回新株予約権」といいます。） 

② 平成22年11月25日開催の当社定時株主総会の特別決議に基づき発行された新株予約権（以下、「第10

回新株予約権」といい、第９回新株予約権及び第10回新株予約権を総称して「本新株予約権」といいま

す。） 

 

３．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

(1)本公開買付けに関する意見の内容 

 当社は、平成23年10月７日開催の取締役会において、公開買付者による当社普通株式及び本新株予約権

に対する本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応

募を推奨すること、及び本新株予約権に関して本公開買付けに応募するか否かについては、本新株予約権

の保有者の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。 

 なお、上記取締役会決議は、下記「3.(4)買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避

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」の「④ 当社における利害関係を有しな

い取締役及び監査役全員の承認」に記載の方法により決議されております。 

 

(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理由 

① 本公開買付けの概要 

当社は、公開買付者より本公開買付けの概要につき、以下の説明を受けております。 

（詳細については、公開買付者作成の別添平成23年10月７日付「株式会社エムケーキャピタルマネー

ジメント株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」をご参照下さい。） 

なお、以下において、「ユニゾン４ファンド」とは、Unison Capital I, L.P.、Unison Capital II,L.P.、

Unison Capital Partners III(A)及びUnison Capital Partners III(B)をいいます。平成23年10月７日

現在、Unison Capital I, L.P.、Unison Capital II,L.P.、Unison Capital Partners III(A)及びUnison 

Capital Partners III(B)は、当社普通株式をそれぞれ、23,913株（株式所有割合15.20％（小数点以下

第三位を四捨五入、以下同じ。））、30,370株（19.31％）、23,101株（14.69％）、18,770株（11.93％）

保有しております（株式所有割合は、当社が平成23年７月14日付で提出した第10期第３四半期報告書（以

下、「本四半期報告書」といいます。）に記載された平成23年５月31日現在の当社の発行済株式総数

（157,304株）に対する割合をいいます。以下同じ。）。 

また、「ユニゾン」とは、公開買付者の出資者及びユニゾン４ファンドのサブアドバイザーであるユ

ニゾン・キャピタル株式会社をいいます。このほか、「ユニゾン・キャピタル・グループ」とは、「公

開買付者」、「ユニゾン４ファンド」、「ユニゾン」及び関連ファンド等を総称しております。 

 

公開買付者は平成23年10月７日現在、ユニゾン・キャピタル・グループに属する投資ファンドが出資

するユニゾン・キャピタル３号投資事業組合、Unison Capital III(F), L.P.、Unison Capital III(A), 

L.P.及びUnison Capital III(B), L.P.がその発行済株式の全てを保有している株式会社であり、この

たび本公開買付けを行い、当社の発行済株式及び本新株予約権を取得及び保有し、当社の事業を支配及

び管理することを主たる目的として平成23年９月に設立された株式会社です。 

ユニゾン・キャピタル・グループは、日本におけるプライベート・エクイティ投資のパイオニアです。

平成10年の設立以来、一貫して投資先企業の価値を長期的に高めるための戦略を立案し、その実行を強

力にサポートしてきました。これまでに16件、企業価値ベースで合計約5,000億円に上る投資を実行し

た実績があります。主な投資先企業として、クラシエホールディングス株式会社（旧カネボウ株式会社）

や株式会社あきんどスシロー等があります。１号ファンド（平成11年～平成19年）、２号ファンド（平
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成16年～）、２号共同投資ファンド（平成19年～）に加え、新たに３号ファンド（平成20年～）が組成

され、投資活動を行っています。ユニゾン・キャピタル・グループは、投資先の企業価値の向上を３年

から５年程度を目処に実現した上で、海外市場での公開も含めた株式公開や、新たなパートナーとなり

うる戦略的投資家への譲渡により、投資先のさらにその次にある成長ステージへの移行を実現すること

を企図しております。 

今般、公開買付者は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）が開設す

るマザーズ市場（以下、「マザーズ市場」といいます。）に上場している当社の発行済株式及び本新株

予約権の全てを取得することを企図し、一般株主（以下に定義されます。）の皆様が所有する当社普通

株式の過半数の応募が得られた場合には、 終的に、当社を完全子会社化することを目的とする一連の

取引（以下、「本取引」といいます。）を行うことを予定しており、本取引の一環として、本公開買付

けを実施いたします。 

 

本公開買付けに際し、公開買付者は、ユニゾン４ファンドとの間で、ユニゾン４ファンドがその所有

する当社普通株式の全て（ユニゾン４ファンドの所有株式数の合計96,154株、株式所有割合61.13％）

を本公開買付けに応募する旨の合意をしております。また、公開買付者は、当社の代表取締役である加

藤一郎太氏（以下、「加藤氏」といいます。）との間で、平成23年10月７日付で公開買付応募契約（以

下、「本応募契約」といいます。）を締結し、本応募契約において、加藤氏は、その所有する当社普通

株式の全て（所有株式数16,200株、株式所有割合10.30％）を本公開買付けに応募する旨の合意をして

おります。したがって、ユニゾン４ファンド及び加藤氏（以下、「本応募予定株主」といいます。）が

本公開買付けに応募する旨を合意している当社普通株式の合計は112,354株（株式所有割合71.42％）と

なります（これらの合意の概要については、下記「4.公開買付者と当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」をご参照ください。）。 

 

上記の本取引の目的に鑑み、公開買付者は、本応募予定株主以外の当社の株主（以下、「一般株主」

といいます。）の皆様の意思を尊重するため、（ⅰ）本応募予定株主の所有する当社普通株式の合計

（112,354株）に（ⅱ）本四半期報告書に記載された平成23年５月31日現在の当社の発行済株式総数

（157,304株）から、本応募予定株主の所有する当社普通株式の合計株式数（112,354株）を控除した株

式数（44,950株）の過半数に相当する株式数（22,476株）を加えた合計株式数（134,830株、株式所有

割合85.71％）を完全子会社化を実施するに当たっての基準となる株式数（以下、「基準株式数」とい

います。）として設定しております。本公開買付けによって当社の発行済株式の全てを取得できなかっ

た場合であって、かつ、本公開買付けに応募された当社普通株式の数の合計が基準株式数以上であった

場合には、公開買付者は、本公開買付け後に、公開買付者が当社の発行済株式の全てを取得することと

なるように、本取引の一環として、下記「3.(5)本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階

買収に関する事項）」に記載の一連の手続（以下、「完全子会社化手続」といいます。）を行い、当社

普通株式の全てを取得し、当社の完全子会社化を実施する予定です。このように、公開買付者は、当社

の一般株主の皆様の意思を尊重した基準株式数の設定を行うことで、本応募予定株主の所有する当社普

通株式の応募に加えて、一般株主の皆様の所有する当社普通株式の過半数の応募がない場合、本公開買

付けは実施するものの、当面は完全子会社化手続を行わないこととしております。公開買付者は、本公

開買付けに基準株式数以上の当社普通株式の応募がなされなかった場合でも、本公開買付けに基準株式

数以上の当社普通株式の応募がなされた場合と同様に、現在の経営体制を大きく変更しない形で当社の

企業価値向上につとめる予定ですが、完全子会社化手続が実施されないこととなるため、少なくとも当

面は当社普通株式の上場が維持されることになります。 

 

他方、公開買付者は、当社がこれまで以上に機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体制を構築

するとともに、ひいてはより迅速かつ柔軟な資金調達を可能とするために必要な株式数として、本四半

期報告書に記載された平成23年５月31日現在の当社の発行済株式総数（157,304株）に本新株予約権
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（5,635個）の目的となる当社普通株式の数（5,635株）を加えた株式数（162,939株）に、３分の２を

乗じた株式数（108,626株）を買付予定数の下限として設定しております。 

 

② 本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び本公開買付け後の経営方針 

ア 本公開買付けの背景等 

当社はJ-REIT市場が発足した平成13年９月に不動産アセット・マネージメント（以下、「ＡＭ」と

いいます。）を行うことを目指して設立され、平成18年３月にＡＭ会社として 後発でマザーズ市場

に上場を果たし、日本の不動産投資市場の拡大とともに業容を拡大してまいりました。しかし、平成

20年の米国のサブプライム・ローン問題に端を発した世界金融危機後は、金融市場、さらには不動産

市場の混乱が続く状況下、当社においても、バランスシートの健全化、自己投資事業の縮小及びＡＭ

事業への経営資源の集中に取り組んでまいりました。 

その後、当社は、このように積極的な事業展開を行う中で大きな資金需要に直面したことから、ユ

ニゾン・キャピタル・グループの支援を受けることとし、ユニゾン・キャピタル・グループに属する

ユニゾン４ファンドとの間で、平成22年２月26日付で資本業務提携契約を締結し、平成22年４月５日

付で、ユニゾン４ファンドから当社普通株式の第三者割当増資の方法により約25億円を調達いたしま

した。そして、かかる資本業務提携関係の構築を基礎として、平成27年８月期の期末受託資産残高（以

下、「ＡＵＭ」といいます。）目標6,000億円以上を掲げ、再成長を実現していくことを目指してお

ります。 

 

我が国の不動産投資市場は、今後、国内外の投資資金が流入を続けることが予想されます。国内要

因としては高齢化社会の進展とそれに伴う資金運用ニーズの増大、国際要因としては安全性や収益性

など様々な観点での資金運用ニーズの多様化といったものがあり、日本の不動産投資市場は運用資金

の受け皿として高いポテンシャルを有しております。 

このため、当社は、一層多様化していく投資家ニーズに応え得る質と規模を有する、国際性豊かな、

日本有数の独立系不動産キャピタル・マネージメント会社となるべく、様々な施策に取組んでおりま

す。具体的には、平成23年５月に欧州系投資家を投資家とする新規ファンドによる投資実行で約59

億円の賃貸住宅６物件のＡＭ業務を受託し、同年６月には世界的な不動産プライベート・エクイテ

ィ・ファンド・マネージャーである米Grove International Partnersのファンド等と約406億円の大

型不動産ポートフォリオのＡＭ業務受託について合意したほか、アトラス・パートナーズ株式会社（以

下、「ＡＰＪ」といいます。ＡＵＭ 1,467億円：平成23年８月31日現在）との資本業務提携契約締

結及び同社の株式90％取得などを行っております。これらの結果、同年８月末のグループ合計ＡＵＭ

は約3,000億円となり、業界における当社の存在感が高まってきております。 

 

一方で、日本の不動産投資市場は依然として回復途上であり、当社グループが国内外の投資資金を

受託できる不動産キャピタル・マネージメント会社として長期的な競争力を強化し、持続的な成長を

果たすためには、より機動的かつ柔軟な意思決定を可能とするグループ経営体制への転換、さらなる

経営組織の強化、ＡＵＭ拡大に向けたより積極的な事業拡張や営業活動の展開などが必要であります。 

 

このような状況のなか、ユニゾン・キャピタル・グループは、当社の代表取締役である加藤氏との

間で、当社を今後中長期的に成長させていくという観点から、当社の事業戦略や資本政策等について

の協議・検討を行ってきたとのことであり、その協議・検討の結果等を踏まえて、当社グループが国

内外の投資資金を受託できる不動産キャピタル・マネージメント会社として長期的な競争力を強化し、

持続的な成長を果たすためには、より機動的かつ柔軟な意思決定を可能とするグループ経営体制への

転換及びさらなる経営組織の強化が必要と判断するに至ったとのことです。 

そこで、これを実現すべく、ユニゾン・キャピタル・グループは、本公開買付けを通じて公開買付

者が買付予定数の下限以上の当社の普通株式を所有し、その上で、重要課題に対してより機動的かつ
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柔軟に対処していくことが 善であると判断して、本公開買付けを実施することとしたとのことです。

さらに、当社の企業価値向上のためには、当社のＡＵＭ拡大に向けたより積極的な事業拡張や営業活

動の展開などが必要であると判断するに至っており、また、公開買付者としてはＡＵＭ拡大に向けた

セイムボート資金を提供する意向があるとのことではあるものの、これを実現するためには相応の時

間とコストが必要となり、また、当該施策は必ずしも当初の予定通りに収益に寄与するとは限らず、

一定のリスクを伴うものであり、短期的に収益の変動性が高まり、業績に悪影響を与える懸念もある

とのことです。公開買付者は、このような影響が一般株主に及ぶことを回避し、公開買付者において

当該リスクを引き受けるべく、 終的に当社の完全子会社化を目的とした本公開買付けを実施するこ

ととしたとのことです。公開買付者としては、上記のような懸念や一般株主への悪影響の可能性を斟

酌し、また、一般株主の意思を尊重した上で完全子会社化手続を進めるのが 良であろうと判断し、

基準株式数を設けた本取引を実施することとしたとのことです。 

以上の事情等を踏まえ、ユニゾン・キャピタル・グループは、平成23年９月５日、当社取締役会に

対して本取引についての提案（以下、「本提案」といいます。）を行いました。 

 

その後、ユニゾン・キャピタル・グループは、当社が本取引の検討に際して設置した第三者委員会

（以下、「本第三者委員会」といいます。）及び当社（利益相反のおそれがない唯一の当社取締役で

ある嵯峨行介氏（以下「嵯峨氏」といいます。））との間で、本取引の実施の是非及び条件等につい

て協議・交渉を重ねました（詳細は、下記「3.(4)買付価格の公正性を担保するための措置及び利益

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」の「② 当社における本

第三者委員会による検討」及び「④ 当社における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認」

をご参照ください。）。そして、本第三者委員会及び当社（利益相反のおそれがない唯一の当社取締

役である嵯峨氏）からの質問や条件の一部変更の要求などを受けて、公開買付者は本提案の内容を一

部変更した上で、平成23年10月５日、当社に対して本取引についての 終提案を行いました。 

 

イ 当社の意思決定の過程等 

 当社の取締役会は、本提案を受け、リーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所から受

けた法的助言及び第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下、「プルータ

ス」といいます。）から取得した平成23年10月４日付株式価値算定書（以下、「当社算定書」といい

ます。）の内容を踏まえつつ、平成23年９月７日に本取引の提案を検討するために当社の取締役会の

諮問機関として設置された本第三者委員会からの答申の内容を 大限に尊重しながら、本公開買付け

を含む本取引に関する諸条件について当社の企業価値向上の観点から慎重に協議及び検討を行いま

した。 

 その結果、当社の取締役会は、上記のような当社を取り巻く事業環境及び当社が直面する経営課題

等を踏まえると、引き続きユニゾン・キャピタル・グループの支援を受け、同グループの有する国内

外の広範囲なネットワークやこれまでのノウハウを活かした経営体制の強化やＡＵＭ拡大等の経営

施策を迅速に実施していくことが、当社の中長期的かつ持続的な企業価値の向上の達成につながるも

のであり、かかる施策の実施のためには、本公開買付けにより、公開買付者が買付予定数の下限以上

の当社普通株式を取得することで、当社においてより機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体

制が構築されること、ひいては機動的かつ柔軟な資金調達等が可能となることが有益であり、さらに

は本公開買付けの結果、基準株式数以上の当社普通株式の応募がなされ、公開買付者により当社の完

全子会社化が行われれば、資金調達等の重要課題に対してさらに機動的かつ柔軟な対処が可能となる

ため、当社の企業価値をより一層向上させることができることから、本取引の一環として行われる本

公開買付けは当社の企業価値向上に資するものであると判断し、平成23年10月７日開催の当社の取締

役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明することを決議いたしました。また、本公開買付け

は、当社の株主の皆様に対して直近の一定期間の平均株価に対して一定のプレミアムが付与された価

格により当社普通株式売却の合理的な機会を提供するものであり、当社普通株式に対する本公開買付
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けにおける買付価格（以下、「普通株式買付価格」といいます。）及びその他の諸条件は当社の株主

にとって妥当であると判断し、同取締役会において当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募

を推奨することを決議いたしました。本新株予約権につきましては、本新株予約権がいずれもストッ

クオプションとして発行されたものであること、本新株予約権に係る買付価格が１円とされたことな

どを考慮し、本公開買付けに応募するか否かについては本新株予約権の保有者の皆様のご判断に委ね

ることを決議いたしました。 

 なお、上記取締役会決議は、当社取締役のうち、代表取締役である加藤氏が公開買付者と本応募契

約を締結し、また公開買付者と本公開買付けへの応募について合意しているユニゾン４ファンドとの

間で株主間契約を締結していること、社外取締役松田清人氏（以下、「松田氏」といいます。）が公

開買付者の代表取締役並びに公開買付者の出資者及び公開買付者と本公開買付けへの応募について

合意しているユニゾン４ファンドのサブアドバイザーであるユニゾンの取締役を兼務していること、

社外取締役山本修氏（以下、「山本氏」といいます。）がユニゾンの取締役を兼務していること、及

び社外取締役大谷直樹氏（以下、「大谷氏」といいます。）がユニゾンの従業員を兼務していること

に鑑みて、構造的な利益相反状況を回避するため、下記「3.(4)買付価格の公正性を担保するための

措置及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」の「④ 当

社における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認」に記載の方法により行われております。

なお、当社と公開買付者又は本第三者委員会との間の本取引に係る協議・検討・交渉は、かかる構造

的な利益相反のおそれがない取締役である嵯峨氏がこれを行い、加藤氏、松田氏、山本氏及び大谷氏

は、いずれも当社の取締役の立場において公開買付者又は本第三者委員会との協議・検討・交渉には

参加しておりません。 

また、当社監査役全員（社外監査役２名を含み、いずれも本件について利害関係を有しません。）

は、上記取締役会に出席して審議に参加し、いずれも取締役会が本公開買付けに関して上記意見を表

明することに異議がない旨の意見を述べております。 

 

なお、下記「4.(2)公開買付者と加藤氏との応募契約等」に記載のとおり、公開買付者は、当社の

代表取締役である加藤氏に本公開買付け後も当社の代表取締役としての職務を遂行するよう要請し

ているとのことです。また、公開買付者は、本公開買付け後、当社の役職員を対象とするインセンテ

ィブ・プランを導入することについての検討を行うことを予定しているとのことです。 

また、当社は、平成23年10月７日付で、連結子会社であるＡＰＪとの間で「合併に関する基本合意

書」を締結しており、その旨公表しております。同基本合意書においては、合併の時期は平成24年３

月乃至６月と予定されております。 

  

(3)公開買付者における買付価格の検討 

公開買付者は、本公開買付けにおける普通株式買付価格及び本新株予約権の買付価格（以下、「本買

付価格」と総称します。）を決定するに際し、平成23年10月６日までのマザーズ市場における当社普通

株式の過去１ヶ月、過去３ヶ月及び過去６ヶ月の市場株価の推移、当社が公表している財務情報、公開

買付者において算出した当社の将来のキャッシュ・フローの見込みの結果を基礎とし、さらには過去１

年間の公開買付けの事例におけるプレミアム水準、当社普通株式の過去１年間の価格別取引出来高等を

総合的に勘案した上、当社（利益相反のおそれがない唯一の当社取締役である嵯峨氏）及び当社の取締

役会が設置した本第三者委員会との間でそれぞれ複数回実施された協議・交渉の結果に基づき、本買付

価格のうち、普通株式買付価格を１株につき35,000円、本新株予約権の買付価格を第９回新株予約権１

個につき１円及び第10回新株予約権１個につき１円とすることを決定したとのことです。なお、公開買

付者は、本買付価格の決定に際し、第三者機関の算定書は取得していないとのことです。 

普通株式買付価格は、本日の前営業日である平成23年10月６日のマザーズ市場における当社普通株式

の終値17,700円に対して97.7％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを、平成23年10月６日ま

での過去１ヶ月間の終値の単純平均値18,983円（小数点以下を四捨五入）に対して84.4％（小数点以下
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第二位を四捨五入）のプレミアムを、過去３ヶ月間の終値の単純平均値20,837円（小数点以下を四捨五

入）に対して68.0％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを、過去６ヶ月間の終値の単純平均

値22,494円（小数点以下を四捨五入）に対して55.6％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを

それぞれ加えた金額になります。 

 本公開買付けの対象には本新株予約権も含まれますが、本新株予約権は、全て当社又は本新株予約権

発行時点の当社子会社の役員又は従業員に対するストックオプションとして発行されたものであり、本

新株予約権の行使の条件として、権利行使時において、当社及び当社と資本関係のある会社の取締役、

監査役、従業員であることが要求されていること、及び本新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承

認を要するとされていることから、公開買付者が本公開買付けにより本新株予約権を買い付けたとして

も、これを行使できないと解されること、並びに、第９回新株予約権については、平成23年10月７日現

在において、行使価額（43,550円）が普通株式買付価格を上回っており、第10回新株予約権については、

公開買付期間（下記(4)⑤で定義されます。）の末日までに権利行使期間（平成24年12月１日から平成

27年11月30日まで）が到来していないことから、公開買付者は、本新株予約権の買付価格は１個につき

１円とすることを決定したとのことです。 

 

(4)買付価格の公正性を担保するための措置及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 

 当社及び公開買付者は、本公開買付けが、 終的には、当社の完全子会社化のための一連の手続の一環

として行われるため、公開買付者の出資者が、当社の発行済株式の61.13％に相当する数の株式を有する

ユニゾン４ファンドと、サブアドバイザーを同じくしていることに鑑み、本公開買付けにおいて構造的な

利益相反が存し得ることから、本買付価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決

定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、主として以下のような本公開買付けを含

む本取引の公正性を担保する措置を実施しました。なお、以下の記述中の公開買付者において実施した措

置等については、公開買付者から受けた説明に基づくものです。 

 

① 当社における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 

 当社の取締役会は、公開買付者から提示された本買付価格を検討し、本公開買付けに対する意見を決

定するに当たり、意思決定の過程における公正性を担保するために、当社及び公開買付者から独立性を

有する第三者算定機関であるプルータスに当社普通株式の株式価値の算定を依頼し、平成23年10月４日

付で当社算定書を取得しました。 

 プルータスは、当社普通株式の価値算定にあたり必要となる情報を収集・検討するため、利益相反の

おそれがない唯一の取締役である嵯峨氏から事業の現状及び将来の見通し等の情報を取得して説明を

受け、それらの情報を踏まえて、当社の株式価値を算定しています。なお、当社は、プルータスから本

買付価格の公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）を取得しておりません。 

 

 プルータスは、複数の株式価値評価手法の中から当社普通株式の株式価値算定にあたり採用すべき評

価方法を検討のうえ、当社が継続企業（ゴーイング・コンサーン）であるとの前提のもと、当社普通株

式の価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、市場株価法、ディスカウンテ

ッド・キャッシュ・フロー法（以下、「ＤＣＦ法」といいます。）及び類似会社比較法の各手法を用い

て、当社普通株式の株式価値を算定しています。プルータスが上記各手法を採用した理由及び当該各手

法に基づき算定した当社普通株式の１株当たりの株式価値はそれぞれ以下のとおりです。なお、プルー

タスは、かかる算定にあたり、当社が公表した平成23年８月22日付プレスリリース「業績予想の修正に

関するお知らせ」記載の当社の平成23年８月期の通期の業績予想の修正を勘案しております。 

 なお、平成23年８月期の通期業績予想修正は、当社単体での平成23年８月期末ＡＵＭ残高目標1,900

億円を下回る見込みとなったことに起因しており、その理由は以下のとおりです。 
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１. 不動産の買い手と売り手との間の価格ギャップが依然として十分に解消しておらず、不動産取引量

が増加していない。 

２. ＡＭリプレイス及びデット・リストラクチャリング案件の受託については、難易度が高く労力がか

かり、かつ金額がそれほど大きくない案件が多い傾向にある。 

 

評価手法 １株当たり株式価値レンジ 

市場株価法 18,610円から22,554円 

ＤＣＦ法 27,389円から41,446円 

類似会社比較法 25,547円から42,284円 

  

市場株価法は、当社普通株式の株式市場における株価を基に株式価値を算定する手法であり、上場企

業の株式価値算定における客観的な評価手法であると考え、採用しております。市場株価法では、 近

における当社普通株式の市場取引の状況等を勘案のうえ、評価基準日を平成 23 年 10 月４日として、当

社普通株式のマザーズ市場における基準日終値 18,610 円、基準日以前の直近１ヶ月間の終値平均値

19,087 円、直近３ヶ月間の終値平均値 20,980 円、直近６ヶ月間の終値平均値 22,554 円のほか、平成

23 年８月 22 日の「業績予想の修正に関するお知らせ」発表の翌営業日以降基準日までの株価終値単純

平均値（19,268 円）に基づき、当社普通株式１株当たりの株式価値を 18,610 円～22,554 円と分析して

おります。 

 ＤＣＦ法は、企業の将来キャッシュ・フロー（収益力）に基づく評価手法であるため、継続企業の価

値の算定を行ううえで適した手法であると考え、採用しております。ＤＣＦ法では、当社の事業計画に

おける収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素等を前提として、当社が将来において創出す

ると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業

価値や株式価値を分析し、当社普通株式の１株当たりの株式価値を27,389円～41,446円と分析しており

ます。なお、ＤＣＦ法に基づく株式価値算定の基礎とされた事業計画等においては、大幅な増益が見込

まれております。これは、ＡＵＭの拡大等により大幅な増収を見込んでいるためであります。ただし、

ＤＣＦ法に基づく株式価値算定に際しては、平成23年10月７日開示の中期経営計画ローリングにおける

事業計画を基礎としつつ、不動産市場動向や受託資産の運用状況によって変動し、収益実現の不確実性

が高いインセンティブ・フィー等の成功報酬部分は含めずに株式価値算定を行っております。 

 類似会社比較法は、当社と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や収益性等を示す財務

諸表との比較を通じて、企業の価値の算定を行う手法となります。当社には比較可能な類似上場会社が

複数存在し、類似会社比較法による株式価値の類推が可能であるため、類似会社比較法を採用し、当社

普通株式の１株当たりの株式価値を25,547円～42,284円と分析しております。 

修正簿価純資産法に関しては、必ずしも継続企業を前提とした将来の収益力を適切に反映した価値を

表す手法ではないため、評価手法としては採用しておりません。 

なお、プルータスは株式価値算定に際して、当社から提供を受けた情報及び一般的に公開されている

情報等を原則そのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであるこ

とを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性について検証を行っておりません。加えて当社

の財務予測に関する情報については、当社の経営陣により現時点で可能な 善の予測と判断に基づき合

理的に作成されたことを前提としております。また、プルータスは、公開買付者及び当社の関連当事者

には該当せず、本取引に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。 

なお、普通株式買付価格は、当社が平成 23 年８月 22 日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を公

表してから本日の前営業日である平成 23 年 10 月６日までの終値の単純平均値 19,216 円（小数点以下

を四捨五入）に対して 82.1％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを加えた金額です。 

 

② 当社における本第三者委員会による検討 
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 当社の取締役会は、平成23年９月５日、本取引の提案についての審議に慎重を期し、審議の公正性・

客観性を担保するため、本取引の提案についての検討のための当社取締役会の諮問機関として本第三者

委員会を設置し、本第三者委員会に対し、① 本公開買付けに対して当社取締役会が賛同意見を表明す

ることに関する少数株主にとっての不利益の有無（本公開買付けの買付条件（本買付価格を含みます。）

及び構造的な利益相反を回避するための措置の妥当性を含みます。）、並びに② 本取引の一環として

完全子会社化手続が行われる場合に、当該手続における少数株主にとっての不利益の有無（①及び②の

諮問事項を併せて、以下、「本件諮問事項」といいます。）について、当社取締役会に対する答申を行

うことを委嘱する旨を決議いたしました。 

当社の取締役会は、本第三者委員会の委員長として、当社及びユニゾン・キャピタル・グループか

ら独立性を有する外部有識者である権田修一氏（弁護士、鳥飼総合法律事務所）を選任しました。権

田修一氏は本第三者委員会の委員として、自らのほかに、当社及びユニゾン・キャピタル・グループ

から独立性を有する当社社外監査役である鈴木俊介氏（常勤、独立役員）及び野本彰氏（非常勤、独

立役員、弁護士、東京丸の内法律事務所）、当社及びユニゾン・キャピタル・グループから独立性を

有する外部有識者である李俊範氏（公認会計士、李俊範公認会計士事務所）の３名を選定しておりま

す。なお、当社は当初からこの４名を本第三者委員会の委員として選任しており、本第三者委員会の

委員を変更した事実はありません。 

 

 本第三者委員会は、平成23年９月７日より同年10月５日まで合計５回開催され、本件諮問事項につい

ての協議及び検討を行いました。具体的には、当社及びユニゾン・キャピタル・グループから本公開買

付けの諸条件及び下記「3.(5)本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」

に記載の本公開買付け後に予定される完全子会社化手続の内容、その他本取引の背景等に関する説明を

受け、これらの点に関する質疑応答を行うとともに、当社及びユニゾン・キャピタル・グループと本公

開買付けの諸条件及び本公開買付け後に予定される完全子会社化手続の内容等につき協議・検討を行い

ました。 

加えて、プルータスが作成した当社算定書を検討し、プルータスから、当社算定書に基づき、当社普

通株式の価値評価に関する説明を受けるとともに、森・濱田松本法律事務所から、本公開買付けを含む

本取引に係る手続の公正性担保のための留意点等について法的助言を受けております。 

 本第三者委員会は、このような経緯のもとで、本件諮問事項について当社の企業価値向上の観点から

慎重に協議及び検討した結果、平成23年10月５日に、当社の取締役会に対し、本公開買付けに対して当

社取締役会が賛同の意見を表明すること、及び本公開買付けの成立後に、公開買付者が当社の完全親会

社となることを目的として、当社が、全部取得条項付種類株式を用いる方法により当社の発行済株式の

全部を取得することは、いずれも、当社の少数株主にとって不利益なものでないと認められることを委

員全員の一致で決議し、同内容の答申書を提出いたしました。 

 

③ 当社における独立した法律事務所からの助言 

 当社の取締役会は、本公開買付けを含む本取引に関する意思決定過程等における公正性、適正性、透

明性及び合理性を確保するため、森・濱田松本法律事務所をリーガル・アドバイザーとして選任し、同

事務所から、本公開買付けを含む本取引に関する意思決定過程、意思決定方法その他留意点について法

的助言を受けております。 

  

④ 当社における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認 

当社の取締役会は、森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言及びプルータスから取得した当社算

定書の内容を踏まえつつ、本第三者委員会からの答申の内容を 大限に尊重しながら、本公開買付けを

含む本取引に関する諸条件について企業価値向上の観点から慎重に協議及び検討を行いました。その結

果、本取引の一環として行われる本公開買付けは当社の企業価値向上に資するものであると判断し、平

成23年10月７日開催の当社の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明することを決議いた
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しました。また、本公開買付けは当社の株主の皆様に対し、当社普通株式売却の合理的な機会を提供す

るものであり、普通株式買付価格及びその他の諸条件は当社の株主にとって妥当であると判断し、当社

の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。一方、本新株予約権

につきましては、本新株予約権がいずれもストックオプションとして発行されたものであること、本新

株予約権に係る買付価格が１円とされたことなどを考慮し、本公開買付けへ応募するか否かを本新株予

約権の保有者の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。 

かかる本公開買付けに関する意見については、当社取締役のうち、加藤氏が公開買付者と本応募契約

を締結し、また公開買付者と本公開買付けへの応募について合意をしているユニゾン４ファンドと株主

間契約を締結していること、松田氏が公開買付者の代表取締役並びに公開買付者の出資者及び公開買付

者と本公開買付けに関する応募について合意しているユニゾン４ファンドのサブアドバイザーである

ユニゾンの取締役を兼務していること、山本氏がユニゾンの取締役を兼務していること、及び大谷氏が

ユニゾンの従業員を兼務していることに鑑みて、本第三者委員会及び森・濱田松本法律事務所のアドバ

イスを受け、二段階の決議を行うこととし、構造的な利益相反状況を回避するため、まず嵯峨氏１名で

審議のうえ、本公開買付けに賛同の意見を表明する旨を承認する決議を行った後、更に、会社法第369

条に定める取締役会の定足数を考慮し、加藤氏及び大谷氏を加えた３名の取締役にて改めて審議し、そ

の全員一致で上記意見を表明する旨を承認する決議を行っております。他方、松田氏及び山本氏は、構

造的な利益相反状況を回避するため、いずれも本公開買付けへの意見表明に関する議案の審議及び決議

に一切参加しておりません。なお、当社と公開買付者又は本第三者委員会との間の本取引に係る協議・

検討・交渉は、構造的な利益相反のおそれがない取締役である嵯峨氏がこれを行い、加藤氏、松田氏、

山本氏及び大谷氏は、いずれも当社の取締役の立場において公開買付者又は本第三者委員会との協議・

検討・交渉には参加しておりません。 

また、当社監査役全員（社外監査役２名を含み、いずれも本件について利害関係を有しません。）は、

上記取締役会に出席して審議に参加し、いずれも取締役会が本公開買付けに関して上記意見を表明する

ことに異議がない旨の意見を述べております。 

  

⑤ 買付価格の適正性及び公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保 

 公開買付者は、法令に定められた買付け等の期間の 短期間が20営業日であるところ、本公開買付け

の買付け等の期間（以下、「公開買付期間」といいます。）を31営業日としています。このように公開

買付期間を比較的長期間とすることにより、当社の株主及び本新株予約権の保有者の皆様に対して本公

開買付けに対する応募につき適正な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等

を行う機会を確保し、これをもって本買付価格の適正性を担保することを企図しております。また、公

開買付者と当社は、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意

等、当該対抗的買収提案者が当社との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意は一切行って

おらず、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開

買付けの公正性の担保に配慮しております。 

 

(5)本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項） 

公開買付者は、本公開買付けにより当社普通株式の全てを取得できなかった場合であって、かつ、本公

開買付けに基準株式数以上の当社普通株式の応募がなされた場合には、本公開買付け成立後に、公開買付

者が当社普通株式の全てを取得することを目的として、完全子会社化手続を実施することを予定している

とのことであり、具体的な方法について、当社は以下のとおり説明を受けております。これに対して、本

公開買付けに基準株式数以上の当社普通株式の応募がなされなかった場合には、公開買付者は、当社に対

して当面完全子会社化手続を要請する予定はないとのことです。 

本公開買付けの成立後、公開買付者は、①当社において下記③の当社普通株式の全部取得と引き換えに

交付する普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うこと、②全ての当社普通株式に全

部取得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じ。）を付
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す旨の定款変更を行うこと、及び③全部取得条項が付された当社普通株式の全部の取得と引き換えに別個

の種類の当社の株式を交付すること（なお、交付する別個の種類の当社の株式について、上場申請は行わ

ない予定です。）のそれぞれを付議議案に含む当社の臨時株主総会を本公開買付けの決済日後３ヶ月以内

（平成24年２月頃まで）を目処に開催することを、当社に対して要請する予定とのことです。また、上記

②に係る定款変更の効力を生じさせるには、会社法第111条第２項第１号に基づき、上記臨時株主総会の

決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付される当社普通株式を所有する株主の皆様を構成員と

する種類株主総会の決議が必要となるため、公開買付者は、当社に対し、上記②の定款一部変更を付議議

案に含む当社普通株式の株主の皆様による種類株主総会の開催を要請する予定とのことです。上記の各議

案が上程された場合、公開買付者は、上記臨時株主総会及び種類株主総会においてこれらの各議案に賛成

する予定とのことです。 

上記の各手続が実行された場合には、当社の発行する全ての当社普通株式は全部取得条項が付された上

で、その全てが当社に取得されることとなり、当社の株主の皆様には当該取得の対価として別個の種類の

当社の株式が交付されることになりますが、当社の株主の皆様のうち交付されるべき当該別個の種類の当

社の株式の数が１株に満たない端数となる株主の皆様に対しては、会社法第234条その他の関係法令の定

める手続に従い、当該端数の合計数（合計した数に端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）

に相当する当該別個の種類の当社の株式を売却すること等によって得られる金銭が交付されることにな

ります。なお、当該端数の合計数に相当する当該別個の種類の当社の株式の売却価格については、当該売

却の結果、各株主に交付されることになる金銭の額が、普通株式買付価格に当該各株主の皆様が所有して

いた当社普通株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定される予定です。また、全部取得条項が付され

た当社普通株式の取得の対価として交付する当社の株式の種類及び数は、平成23年10月７日現在未定です

が、公開買付者が当社の発行済株式の全てを所有することとなるよう、公開買付者以外の本公開買付けに

応募されなかった当社の株主の皆様に交付しなければならない当社の株式の数が１に満たない端数とな

るよう決定することを当社に要請する予定とのことです。 

上記各手続に関連する少数株主の皆様の権利保護を目的としたと考えられる会社法上の規定としては、

(a)上記②の当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、会社法第116条及び第

117条その他の関係法令の定めに従って、株主の皆様はその有する株式の買取請求を行うことができる旨

が定められており、また、(b)上記③の全部取得条項が付された当社普通株式の全部取得が株主総会にお

いて決議された場合には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、株主の皆様は、裁判所に対

し、当該株式の取得の価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められております。これらの(a)又

は(b)の方法による１株当たりの買取価格及び取得価格は、 終的には裁判所が判断することになります。

なお、本公開買付けは、上記臨時株主総会及び種類株主総会における当社の株主の皆様の賛同を勧誘する

ものでは一切ありません。 

 また、上記方法については、本公開買付け後の公開買付者の株券等所有割合、一般株主の皆様の当社普

通株式の所有状況又は関係法令についての当局の解釈等の状況によっては、それと同等の効果を有する他

の方法を実施し、また実施に時間を要する可能性があります。ただし、その場合でも、公開買付者が当社

の発行済株式の全てを所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった株主の皆様に対しては、

終的に金銭を交付する方法の採用を予定しており、この場合に、当該当社の株主に交付される金銭の額

についても、普通株式買付価格に当該各株主の皆様が所有していた当社普通株式の数を乗じた価格と同一

になるよう算定される予定です。以上の場合における具体的な手続及び実施時期等については、当社と協

議の上、決定次第、速やかに公表する予定です。 

 

(6)上場廃止となる見込み及びその事由 

 当社普通株式は、平成23年10月７日現在、マザーズ市場に上場されていますが、公開買付者は、本公開

買付けにおいて買付けを行う当社株券等の数に上限を設定しておらず、本公開買付けの結果次第では、東

京証券取引所の上場廃止基準に従い、当社普通株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可能性がありま

す。また、本公開買付け成立時点で当該基準に該当しない場合でも、上記「3.(5)本公開買付け後の組織
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再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載のとおり、公開買付者は、本公開買付けに基

準株式数以上の当社普通株式の応募がなされた場合には、適用法令に従い、当社の発行済株式の全てを取

得することを予定していますので、その場合にも当社普通株式は上場廃止になります。なお、上場廃止後

は、当社普通株式をマザーズ市場において取引することはできません。一方、本公開買付けに基準株式数

以上の当社普通株式の応募がなされなかった場合には、完全子会社化手続は行わず、その場合には、少な

くとも当面は当社普通株式の上場は維持される予定です。 

  

(7）上場廃止を目的とする公開買付けに応募することを勧める理由及び代替措置の検討状況 

上記「3.(2)本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」に記載のとおり、当社取締役会は、当社を取

り巻く事業環境及び当社が直面する経営課題等を踏まえると、本公開買付けにより、公開買付者が買付予

定数の下限以上の当社普通株式を取得することで、機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体制が構

築されること、ひいては機動的かつ柔軟な資金調達等が可能となること、さらには本公開買付けの結果、

基準株式数以上の当社普通株式の応募があり、完全子会社化手続が行われれば、資金調達等の重要課題に

対して、さらに機動的かつ柔軟な対処が可能となるため、当社の企業価値をより一層向上させることがで

きると考えられることから、本取引の一環として行われる本公開買付けは当社の企業価値向上に資するも

のであると判断し、本公開買付けに賛同の意見を表明することを決議いたしました。そして、普通株式買

付価格及び当社普通株式に対する本公開買付けに係るその他の諸条件は当社の株主の皆様にとって妥当

であることから、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。 

なお、上記取締役会決議は、「3.(4)買付価格の公正性を担保するための措置及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」の「④ 当社における利害関係を有しない取

締役及び監査役全員の承認」に記載の方法により決議されております。 

また、本公開買付けにより、公開買付者が当社の発行済株式の全てを取得することができなかった場合

には、公開買付者は、上記「3.(5)本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事

項）」に記載の方法により、本公開買付けに対して基準株式数以上の当社普通株式の応募があることを条

件として、上場廃止となる当社普通株式に代わる対価として金銭の交付を受ける機会を当社の一般株主に

提供しつつ、当社を完全子会社化する方針であるとのことです。また、普通株式に代わる対価として交付

を受ける金銭の額については、普通株式買付価格と同一の価格になるよう算定される予定とのことです。  

 

４．公開買付者と当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 

(1) 公開買付者とユニゾン４ファンドとの応募合意 

 公開買付者からは以下の説明を受けております。 

 公開買付者は、ユニゾン４ファンド（ユニゾン４ファンドの所有株式数の合計96,154株、株式所有割合

61.13％）との間で、その所有する当社普通株式の全てを本公開買付けに応募する旨の合意をしておりま

す。 

 

（2) 公開買付者と加藤氏との応募契約等 

 公開買付者からは以下の説明を受けております。 

 公開買付者は、平成23年10月７日に加藤氏（所有株式数16,200株、株式所有割合10.30％）との間で本

応募契約を締結しており、本応募契約において、加藤氏は、その所有する当社普通株式の全てを本公開買

付けに応募する旨の合意をしております。また、本応募契約において、加藤氏は、同氏が本応募契約締結

日以降に開催される当社の株主総会において議決権を有する場合、当該株主総会において、(i)公開買付

者の意向に従い当該議決権を行使するか、又は(ii)公開買付者又は公開買付者の指定する者に対し、当該

議決権に係る委任状その他一切の必要書類を交付するかの、いずれかの対応を行うこと（本公開買付けが

撤回された場合又は不成立となった場合を除きます。）を合意しております。 

 なお、加藤氏は、公開買付者に本応募契約に規定される表明及び保証する事項（(i)公開買付者の存続

及び権限並びに法的倒産手続開始の不存在、(ⅱ)公開買付者による本応募契約の締結及び履行に必要な権
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限及び権能並びに法令等により必要な手続の履践、(ⅲ)本応募契約の法的拘束力及び強制執行可能性、

(ⅳ)本応募契約の締結及び履行に必要な許認可等の取得、(ⅴ)本応募契約の締結及び履行の法令等との抵

触の不存在、並びに(ⅵ)公開買付者の反社会的勢力との関係の不存在）に重大な違反が存在する場合又は

公開買付者に本応募契約に規定される重大な義務（(i)秘密保持義務及び(ⅱ)契約上の地位の譲渡の禁止）

につき違反が存在する場合には、本応募契約を解除することができます。 

 公開買付者は、加藤氏に本応募契約に規定される表明及び保証する事項（(i)加藤氏による本応募契約

の締結及び履行に必要な権利能力及び行為能力並びに法的倒産手続開始の不存在、(ⅱ)本応募契約の法的

拘束力及び強制執行可能性、(ⅲ)本応募契約の締結及び履行に必要な許認可等の取得、(ⅳ)本応募契約の

締結及び履行の法令等との抵触の不存在、(ⅴ)加藤氏の反社会的勢力との関係の不存在、並びに(ⅵ)当社

普通株式の所有及び負担等の不存在）につき重大な違反が存在する場合又は加藤氏に本応募契約に規定さ

れる重大な義務（(i)所有する当社普通株式全ての本公開買付けへの応募義務、(ⅱ)本取引の円滑な実現

のための協力義務、(ⅲ)本応募契約締結日以降に開催される当社の株主総会における公開買付者の意向に

従った議決権行使義務等、(ⅳ)当社をして、本公開買付けの開始に先立って、当社に係る業務等に関する

重要事実を公表させる努力義務、(ⅴ)秘密保持義務及び(ⅵ)契約上の地位の譲渡の禁止）につき違反が存

在する場合には、本応募契約を解除することができます。 

加藤氏又は公開買付者のいずれかによって本応募契約が解除された場合であっても、加藤氏がその任意

の裁量により本公開買付けに応募することは禁止又は制限されておりません。 

 

 なお、公開買付者は、当社の代表取締役である加藤氏に本公開買付け後も当社の代表取締役としての職

務を遂行するよう要請しているとのことです。また、公開買付者は、本公開買付け後、当社の役職員を対

象とするインセンティブ・プランを導入することについての検討を行うことを予定しているとのことです。 
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５．公開買付者又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。 

 

 

６．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。 

 

 

７．公開買付者に対する質問 

該当事項はありません。 

 

 

８．公開買付期間の延長請求 

該当事項はありません。 

 

 

９．今後の見通し 

上記「3．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(2)本公開買付けに関する意見の

根拠及び理由」の「② 本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び本公開買付け後の経営方

針」の「ア 本公開買付けの背景等」、「3.(5)本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階

買収に関する事項）」及び「3.(6)上場廃止となる見込み及びその事由」をご参照ください。 

 

１０．支配株主との取引等に関する事項 

 公開買付者は当社の支配株主に該当しませんが、上記のとおり、公開買付者の出資者と、株式保有割

合にして当社普通株式を合計で61．13％保有するユニゾン４ファンドとは、同一のサブアドバイザー（ユ

ニゾン）を有し、いずれもユニゾン・キャピタル・グループに属することから、当社の取締役会による

本公開買付けに関する意見表明は、支配株主との取引等に準ずる性質を有するものと考えられます。 

 当社が、平成23年１月６日に当社が開示したコーポレート・ガバナンス報告書Ⅰ．４．に記載した、

支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針は、「当社は、上場会社とし

て一定の独立性を確保しており、各取引における取引条件については、一般的取引と同様の条件によっ

て、公正かつ適切に行っており、少数株主に不利益を与えることがないよう、適切に対応しております。」

というものです。 

 この点、当社は、本公開買付けに関する意見表明を行うに当たり、上記「3.(4)「買付価格の公正性

を担保するための措置及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」記載のとおりの各措置を行っており、上場会社として一定の独立性を確保しつつ、本公開買付け

における取引条件については、公開買付者との間の協議・交渉により、公正かつ適切に設定されており、

少数株主に不利益を与えることがないよう、適切に対応していることから、上記指針に適合しているも

のと考えております。 

 さらに、本第三者委員会は、平成23年９月７日より同年10月５日まで合計５回開催され、本件諮問事

項についての協議及び検討を行いました。具体的には、当社及びユニゾン・キャピタル・グループから

本公開買付けの諸条件及び「3.(5)本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する

事項）」に記載の本公開買付け後に予定される完全子会社化手続の内容、その他本取引の背景等に関す

る説明を受け、これらの点に関する質疑応答を行うとともに、当社及びユニゾン・キャピタル・グルー

プと本公開買付けの諸条件及び本公開買付け後に予定される完全子会社化手続の内容等につき協議・検

討を行いました。この結果、上記「3.(4)「買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回

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」の「② 当社における本第三者委員

会による検討」に記載のとおり、当社は、本第三者委員会より、本公開買付けに対して当社取締役会が
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賛同の意見を表明すること、及び本公開買付けの成立後に、公開買付者が当社の完全親会社となること

を目的として、当社が、全部取得条項付種類株式を用いる方法により当社の発行済株式の全部を取得す

ることは、いずれも、当社の少数株主にとって不利益なものでないと認められる旨の答申書の提出を受

けております。 
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平成23年10月７日 

各 位 

会 社 名 マーブルホールディングス株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役  松 田 清 人 

 

  

 

 

株式会社エムケーキャピタルマネージメント株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

マーブルホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、本日、株式会社エムケーキャ

ピタルマネージメント（コード番号：2478、以下「対象者」といいます。）の株券等を公開買付け（以下「本

公開買付け」といいます。）により取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

１．買付け等の目的 

（１）本公開買付けの概要 

公開買付者は本日現在、ユニゾン・キャピタル・グループに属する投資ファンドが出資するユニゾン・キャ

ピタル３号投資事業組合、Unison Capital III(F), L.P.、Unison Capital III(A), L.P.及び Unison 

Capital III(B), L.P.がその発行済株式の全てを保有している株式会社であり、このたび本公開買付けを行い、

対象者の発行済株式及び本新株予約権（下記「２.買付け等の概要（３）買付け等の価格」に定義する第９回

新株予約権及び第10回新株予約権を総称していいます。）を取得及び保有し、対象者の事業を支配及び管理す

ることを主たる目的として平成23年９月に設立された株式会社です。 

ユニゾン・キャピタル・グループは、日本におけるプライベート・エクイティ投資のパイオニアです。平成

10 年の設立以来、一貫して投資先企業の価値を長期的に高めるための戦略を立案し、その実行を強力にサ

ポートしてきました。これまでに 16 件、企業価値ベースで合計約 5,000 億円に上る投資を実行した実績があ

ります。主な投資先企業として、クラシエホールディングス株式会社（旧カネボウ株式会社）や株式会社あき

んどスシロー等があります。１号ファンド（平成 11 年～平成 19 年）、２号ファンド（平成 16 年～）、２号共

同投資ファンド（平成19年～）に加え、新たに３号ファンド（平成20年～）が組成され、投資活動を行って

います。ユニゾン・キャピタル・グループは、投資先の企業価値の向上を３年から５年程度を目処に実現した

上で、海外市場での公開も含めた株式公開や、新たなパートナーとなりうる戦略的投資家への譲渡により、投

資先のさらにその次にある成長ステージへの移行を実現することを企図しております。 

今般、公開買付者は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）が開設するマザー

ズ市場（以下「マザーズ市場」といいます。）に上場している対象者の発行済株式及び本新株予約権の全てを

取得することを企図し、本公開買付けにおいて一般株主（以下に定義されます。）が所有する対象者普通株式

の過半数の応募が得られた場合には、 終的に、対象者を完全子会社化することを目的とする一連の取引（以

下「本取引」といいます。）を行うことを予定しており、本取引の一環として、本公開買付けを実施いたしま

す。 

本公開買付けに際し、公開買付者は、対象者の株主である Unison Capital II, L.P. （所有株式数 30,370

株、対象者が平成 23 年７月 14 日付で提出した第 10 期第３四半期報告書（以下「本四半期報告書」といいま

す。）に記載された平成 23 年５月 31 日現在の対象者の発行済株式総数 157,304 株に対する割合（以下「株式

所有割合」といいます。）19.31％（小数点以下第三位を四捨五入。以下株式所有割合について同じ。））、

Unison Capital I, L.P. （所有株式数 23,913 株、株式所有割合 15.20％）、Unison Capital Partners 

III(A)（所有株式数 23,101 株、株式所有割合 14.69％）、Unison Capital Partners III(B)（所有株式数

18,770株、株式所有割合11.93％）（以下総称して「本ファンド」といいます。）との間で、本ファンドがその

所有する対象者普通株式の全て（本ファンドの所有株式数の合計 96,154 株、株式所有割合 61.13％）を本公
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開買付けに応募する旨の合意をしております。また、公開買付者は、対象者の代表取締役である加藤一郎太氏

（以下「加藤氏」といいます。）（所有株式数 16,200 株、株式所有割合 10.30％）との間で、平成 23 年 10 月

７日付で公開買付応募契約（以下「本応募契約」といいます。）を締結し、本応募契約において、加藤氏は、

その所有する対象者普通株式の全てを本公開買付けに応募する旨の合意をしております。したがって、本ファ

ンド及び加藤氏（以下「本応募予定株主」といいます。）が本公開買付けに応募する旨を合意している対象者

普通株式の合計株式数は 112,354 株（株式所有割合 71.42％）となります（これらの合意の概要については、

下記「（５）公開買付者と対象者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」

をご参照ください。）。 

なお、ユニゾン・キャピタル株式会社（以下「ユニゾン」といいます。）は公開買付者の出資者及び本ファ

ンドのサブアドバイザーであり、公開買付者及び本ファンドはユニゾン・キャピタル・グループに属します。 

上記の本取引の目的に鑑み、公開買付者は、本応募予定株主以外の対象者の株主（以下「一般株主」といい

ます。）の意思を尊重するため、（ⅰ）本応募予定株主の所有する対象者普通株式の合計株式数（112,354 株）

に（ⅱ）本四半期報告書に記載された平成 23 年５月 31 日現在の対象者の発行済株式総数（157,304 株）から、

本応募予定株主の所有する対象者普通株式の合計株式数（112,354株）を控除した株式数（44,950株）の過半

数に相当する株式数（22,476 株）を加えた合計株式数（134,830 株、株式所有割合 85.71％）を完全子会社化

を実施するにあたっての基準となる株式数(以下「基準株式数」といいます。)として設定しております。本公

開買付けによって対象者の発行済株式の全てを取得できなかった場合であって、かつ、本公開買付けに応募さ

れた対象者普通株式の合計株式数が基準株式数以上であった場合には、公開買付者は、本公開買付け後に、本

取引の一環として、一連の手続（詳細は、下記「（６）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階

買収に関する事項）」に記載のとおりです。）（以下「完全子会社化手続」といいます。）を行い、対象者普通株

式の全てを取得し、対象者の完全子会社化を実施する予定です。このように、公開買付者は、対象者の一般株

主の意思を尊重した基準株式数の設定を行うことで、本応募予定株主の所有する対象者普通株式の応募に加え

て、一般株主の所有する対象者普通株式の過半数の応募がない場合、本公開買付けに係る買付けは実施するも

のの、当面は完全子会社化手続を行わないこととしております。 

他方、公開買付者は、対象者がこれまで以上に機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体制を構築する

とともに、ひいてはより迅速かつ柔軟な資金調達を可能とするために必要な株式数として、本四半期報告書に

記載された平成 23 年５月 31 日現在の対象者の発行済株式総数（157,304 株）に本新株予約権（5,635 個）の

目的となる対象者普通株式の数（5,635 株）を加えた株式数（162,939 株）に、３分の２を乗じた株式数

（108,626株）を買付予定数の下限として設定しています。 

なお、対象者が平成23年10月７日に公表した「マーブルホールディングス株式会社による当社株券等に対

する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」（以下「対象者プレスリリース」といいます。）によれば、対象

者の取締役会は、対象者を取り巻く事業環境及び対象者が直面する経営課題等を踏まえると、引き続きユニゾ

ン・キャピタル・グループの支援を受け、同グループの有する国内外の広範囲なネットワークやこれまでのノ

ウハウを活かした経営体制の強化や受託資産残高（以下「ＡＵＭ」といいます。）拡大等の経営施策を迅速に

実施していくことが、対象者の中長期的かつ持続的な企業価値の向上の達成につながるものであり、かかる施

策の実施のためには、本公開買付けにより、公開買付者が買付予定数の下限以上の対象者普通株式を取得する

ことで、対象者においてより機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体制が構築されること、ひいては機

動的かつ柔軟な資金調達等が可能となることが有益であり、さらには本公開買付けの結果、基準株式数以上の

対象者普通株式の応募がなされ、公開買付者により対象者の完全子会社化が行われれば、資金調達等の重要課

題に対してさらに機動的かつ柔軟な対処が可能となるため、対象者の企業価値をより一層向上させることがで

きることから、本取引の一環として行われる本公開買付けは対象者の企業価値向上に資するものであると判断

し、平成23年10月７日開催の対象者の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明することを決議

したとのことです。また、本公開買付けは、対象者の株主に対して直近の一定期間の平均株価に対して一定の

プレミアムが付与された価格により対象者普通株式売却の合理的な機会を提供するものであり、本公開買付け

における対象者普通株式に係る買付価格及びその他の諸条件は対象者の株主にとって妥当であると判断し、同

取締役会において対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。本新

株予約権につきましては、本新株予約権がいずれもストックオプションとして発行されたものであること、本
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新株予約権に係る買付価格が１円とされたことなどを考慮し、本公開買付けに応募するか否かについては本新

株予約権の保有者の判断に委ねることを決議したとのことです（本公開買付けにおける対象者普通株式に係る

買付価格及び本新株予約権に係る買付価格を総称して、以下「本買付価格」といいます。）（決議方法の詳細は、

下記「（４）買付価格の公正性を担保するための措置及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」の「④対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認」をご参

照ください。）。 

 

（２）本公開買付けの目的及び背景並びに本公開買付け成立後の経営方針 

ユニゾン・キャピタル・グループに属する本ファンドは、平成22年２月26日に対象者と資本業務提携契約

を締結し、対象者の第三者割当増資を引き受け、対象者への資本参加（本ファンドの所有株式数の合計

96,154株、株式所有割合61.13％）を果たしています。ユニゾン・キャピタル・グループは、対象者の代表取

締役である加藤氏との間で、対象者を今後中長期的に成長させていくという観点から、対象者の事業戦略や資

本政策等についての協議・検討を行ってきました。その協議・検討の結果等を踏まえて、対象者グループが国

内外の投資資金を受託できる不動産キャピタル・マネージメント会社として長期的な競争力を強化し、持続的

な成長を果たすためには、より機動的かつ柔軟な意思決定を可能とするグループ経営体制への転換及びさらな

る経営組織の強化が必要と判断するに至っております。そこで、これを実現すべく、ユニゾン・キャピタル・

グループは、本公開買付けを通じて公開買付者が買付予定数の下限以上の対象者普通株式を所有し、その上で、

重要課題に対してより機動的かつ柔軟に対処していくことが 善であると判断して、本公開買付けを実施する

ことといたしました。さらに、対象者の企業価値向上のためには、対象者のＡＵＭ拡大に向けたより積極的な

事業拡張や営業活動の展開などが必要であると判断するに至っており、また、公開買付者としてはＡＵＭ拡大

に向けたセイムボート資金を提供する意向があるところではありますが、ＡＵＭ拡大に向けた施策を実現する

ためには相応の時間とコストが必要となり、また、当該施策は必ずしも当初の予定通りに収益に寄与するとは

限らず、一定のリスクを伴うものであり、短期的に収益の変動性が高まり、業績に悪影響を与える懸念もあり

ます。このような影響が一般株主に及ぶことを回避し、公開買付者において当該リスクを引き受けるべく、

終的に対象者の完全子会社化を目的とした本公開買付けを実施することといたしました。上記のような懸念や

一般株主への悪影響の可能性を斟酌し、また、一般株主の意思を尊重した上で完全子会社化手続を進めるのが

良であろうと判断し、基準株式数を設けた本取引を実施することといたしました。 

以上の事情等を踏まえ、ユニゾン・キャピタル・グループは、平成 23 年９月５日、対象者取締役会に対し

て本取引についての提案を行い、その後、対象者が本取引の検討に際して設置した第三者委員会（以下「本第

三者委員会」といいます。）及び対象者（利益相反のおそれがない唯一の対象者取締役である嵯峨行介氏（以

下「嵯峨氏」といいます。））との間で、本取引の実施の是非及び条件等について協議・交渉を重ねました（詳

細は、下記「（４）買付価格の公正性を担保するための措置及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」の「②対象者における本第三者委員会による検討」及び「④対象者におけ

る利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認」をご参照ください。）。そして本第三者委員会及び対象者

（利益相反のおそれがない唯一の対象者取締役である嵯峨氏）からの質問や条件の一部変更の要求などを受け

て、公開買付者は本取引についての提案内容を一部変更した上で、平成23年10月５日、対象者に本取引につ

いての 終提案をいたしました。 

他方、対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、上記提案を受け、リーガル・アドバイザーで

ある森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言及び第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサル

ティング（以下「プルータス」といいます。）から取得した平成 23 年 10 月４日付株式価値算定書（以下「対

象者算定書」といいます。）の内容を踏まえつつ、平成23年９月７日に本取引の提案を検討するために対象者

の取締役会の諮問機関として設置された本第三者委員会からの答申の内容を 大限に尊重しながら、本公開買

付けを含む本取引に関する諸条件について対象者の企業価値向上の観点から慎重に協議及び検討を行ったとの

ことです。 

その結果、対象者の取締役会は、対象者を取り巻く事業環境及び対象者が直面する経営課題等を踏まえると、

引き続きユニゾン・キャピタル・グループの支援を受け、同グループの有する国内外の広範囲なネットワーク

やこれまでのノウハウを活かした経営体制の強化やＡＵＭ拡大等の経営施策を迅速に実施していくことが、対
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象者の中長期的かつ持続的な企業価値の向上の達成につながるものであり、かかる施策の実施のためには、本

公開買付けにより、公開買付者が買付予定数の下限以上の対象者普通株式を取得することで、対象者において

より機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体制が構築されること、ひいては機動的かつ柔軟な資金調達

等が可能となることが有益であり、さらには本公開買付けの結果、基準株式数以上の対象者普通株式の応募が

なされ、公開買付者により対象者の完全子会社化が行われれば、資金調達等の重要課題に対してさらに機動的

かつ柔軟な対処が可能となるため、対象者の企業価値をより一層向上させることができることから、本取引の

一環として行われる本公開買付けは対象者の企業価値向上に資するものであると判断し、平成23年10月７日

開催の対象者の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明することを決議したとのことです。また、

本公開買付けは、対象者の株主に対して直近の一定期間の平均株価に対して一定のプレミアムが付与された価

格により対象者普通株式売却の合理的な機会を提供するものであり、本公開買付けにおける対象者普通株式に

係る買付価格及びその他の諸条件は対象者の株主にとって妥当であると判断し、同取締役会において対象者の

株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。本新株予約権につきましては、

本新株予約権がいずれもストックオプションとして発行されたものであること、本新株予約権に係る買付価格

が１円とされたことなどを考慮し、本公開買付けに応募するか否かについては本新株予約権の保有者の判断に

委ねることを決議したとのことです。 

上記取締役会決議は、対象者取締役のうち、代表取締役である加藤氏が公開買付者と本応募契約を締結し、

また公開買付者と本公開買付けへの応募について合意している本ファンドとの間で株主間契約を締結している

こと、社外取締役松田清人氏（以下「松田氏」といいます。）が公開買付者の代表取締役並びに公開買付者の

出資者及び公開買付者と本公開買付けへの応募について合意している本ファンドのサブアドバイザーであるユ

ニゾンの取締役を兼務していること、社外取締役山本修氏（以下「山本氏」といいます。）がユニゾンの取締

役を兼務していること、及び社外取締役大谷直樹氏（以下「大谷氏」といいます。）がユニゾンの従業員を兼

務していることに鑑みて、本第三者委員会及び森・濱田松本法律事務所のアドバイスを受け、二段階の決議を

行うこととし、構造的な利益相反状況を回避するため、まずかかる構造的な利益相反のおそれがない取締役で

ある嵯峨氏１名で審議のうえ、本公開買付けに賛同の意見を表明する旨を承認する決議を行った後、更に、会

社法第369条に定める取締役会の定足数を考慮し、加藤氏及び大谷氏を加えた３名の取締役にて改めて審議し、

その全員一致で上記意見を表明する旨を承認する決議を行っているとのことです。他方、松田氏及び山本氏は、

構造的な利益相反状況を回避するため、いずれも本公開買付けへの意見表明に関する議案の審議及び決議に一

切参加していないとのことです（詳細は、下記「（４）買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反

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」の「④対象者における利害関係を有し

ない取締役及び監査役全員の承認」をご参照ください。）。 

なお、対象者取締役会と公開買付者又は本第三者委員会との間の本取引に係る協議・検討・交渉は、かかる

構造的な利益相反のおそれがない取締役である嵯峨氏がこれを行い、加藤氏、松田氏、山本氏及び大谷氏は、

いずれも対象者の取締役の立場において公開買付者又は本第三者委員会との協議・検討・交渉には参加してい

ないとのことです。 

また、対象者監査役全員（社外監査役２名を含み、いずれも本件について利害関係を有しません。）は、上

記取締役会に出席して審議に参加し、いずれも取締役会が本公開買付けに関して上記意見を表明することに異

議がない旨の意見を述べているとのことです。 

公開買付者は、本公開買付けに基準株式数以上の対象者普通株式の応募がなされなかった場合でも、本公開

買付けに基準株式数以上の対象者普通株式の応募がなされた場合と同様に、現在の経営体制を大きく変更しな

い形で対象者の企業価値向上につとめる予定ですが、下記「（６）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわ

ゆる二段階買収に関する事項）」に記載の完全子会社化手続が実施されないこととなるため、少なくとも当面

は対象者普通株式の上場が維持されることになります。 

なお、下記「（５）公開買付者と対象者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」に記載のとおり、公開買付者は、対象者の代表取締役である加藤氏に本公開買付け後も対象者の代表

取締役としての職務を遂行して頂くことを要請しております。また、公開買付者は、本公開買付け後、対象者

の役職員を対象とするインセンティブ・プランを導入することについての検討を行うことを予定しております。

また、対象者は、平成 23 年 10 月７日付で、その連結子会社であるアトラス・パートナーズ株式会社（以下



 - 5 -

「ＡＰＪ」といいます。）との間で「合併に関する基本合意書」を締結しており、その旨公表されています。

同基本合意書においては、合併の時期は平成24年３月乃至６月と予定されております。 

 

（３）公開買付者における買付価格の検討 

公開買付者は、本買付価格を決定するに際し、平成23年10月６日までのマザーズ市場における対象者普通

株式の過去１ヶ月、過去３ヶ月及び過去６ヶ月の市場株価終値の推移、対象者が公表している財務情報、公開

買付者において算出した対象者の将来のキャッシュ・フローの見込みの結果を基礎とし、さらには過去１年間

の公開買付けの事例におけるプレミアム水準、対象者普通株式の過去１年間の価格別取引出来高等を総合的に

勘案した上、対象者（利益相反のおそれがない唯一の対象者取締役である嵯峨氏）並びに対象者の取締役会が

設置した本第三者委員会との間でそれぞれ複数回実施された協議・交渉の結果に基づき、本買付価格のうち、

対象者普通株式１株につき35,000円、第９回新株予約権１個につき１円及び第10回新株予約権１個につき１

円とすることを決定しました。なお、公開買付者は、本買付価格の決定に際し、第三者機関の算定書は取得し

ていません。 

対象者普通株式に係る本買付価格は、本公開買付けを公表した平成23年10月７日（以下「本件公表日」と

いいます。）の前営業日である平成23年10月６日のマザーズ市場における対象者普通株式の終値17,700円に

対して 97.7％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを、平成 23 年 10 月６日までの過去１ヶ月間の

終値の単純平均値 18,983 円（小数点以下を四捨五入）に対して 84.4％（小数点以下第二位を四捨五入）のプ

レミアムを、過去３ヶ月間の終値の単純平均値 20,837 円（小数点以下を四捨五入）に対して 68.0％（小数点

以下第二位を四捨五入）のプレミアムを、過去６ヶ月間の終値の単純平均値 22,494 円（小数点以下を四捨五

入）に対して55.6％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加えた金額になります。 

本公開買付けの対象には本新株予約権も含まれますが、本新株予約権は、全て対象者又は本新株予約権発行

時点の対象者子会社の役員又は従業員に対するストックオプションとして発行されたものであり、本新株予約

権の行使の条件として、権利行使時において、対象者及び対象者と資本関係のある会社の取締役、監査役、従

業員であることが要求されていること、及び本新株予約権を譲渡するには対象者取締役会の承認を要するとさ

れていることから、公開買付者が本公開買付けにより本新株予約権を買い付けたとしても、これを行使できな

いと解されること、並びに、第９回新株予約権については、平成 23 年 10 月７日現在において行使価額

（43,550 円）が対象者普通株式１株に係る本買付価格を上回っており、第 10 回新株予約権については、公開

買付期間（下記「（４）買付価格の公正性を担保するための措置及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」の「⑤買付価格の適正性及び公開買付けの公正性を担保するための客

観的状況の確保」で定義されます。）の末日までに権利行使期間（平成24年 12月１日から平成27年 11月 30

日まで）が到来していないことから、公開買付者は、本新株予約権の買付価格は１個につき１円とすることを

決定しております。 

 

（４）買付価格の公正性を担保するための措置及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 

公開買付者及び対象者は、本公開買付けが、 終的には、対象者の完全子会社化手続の一環として行われる

ため、公開買付者の出資者が、対象者の発行済株式の 61.13％に相当する数の株式を有する本ファンドと、サ

ブアドバイザーを同じくしていることに鑑み、本公開買付けにおいて構造的な利益相反が存しうることから本

買付価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利

益相反の回避の観点から、主として以下のような本公開買付けを含む本取引の公正性を担保する措置を実施し

ました。なお、以下の記述中の対象者において実施した措置等については、対象者プレスリリース及び対象者

から受けた説明に基づくものです。 

 

①対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、公開買付者から提示された本買付価格を検討し、本

公開買付けに対する意見を決定するにあたり、意思決定の過程における公正性を担保するために、公開買付者

及び対象者から独立性を有する第三者算定機関であるプルータスに対象者普通株式の株式価値の算定を依頼し、
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平成23年10月４日付で対象者算定書を取得したとのことです。 

プルータスは、対象者普通株式の価値算定にあたり必要となる情報を収集・検討するため、利益相反のおそ

れがない唯一の対象者取締役である嵯峨氏から事業の現状及び将来の見通し等の情報を取得して説明を受け、

それらの情報を踏まえて、対象者の株式価値を算定したとのことです。なお、対象者はプルータスから、本買

付価格の公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）を取得していないとのことです。 

プルータスは、複数の株式価値評価手法の中から対象者普通株式の株式価値算定にあたり採用すべき評価方

法を検討のうえ、対象者が継続企業（ゴーイング・コンサーン）であるとの前提のもと、対象者普通株式の価

値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、市場株価法、ディスカウンテッド・キャッ

シュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）及び類似会社比較法の各手法を用いて、対象者普通株式の

株式価値を算定したとのことです。プルータスが上記各手法を採用した理由及び当該各手法に基づき算定した

対象者普通株式の１株当たりの株式価値はそれぞれ以下のとおりとのことです。なお、プルータスは、かかる

算定にあたり、対象者が公表した平成23年８月22日付プレスリリース「業績予想の修正に関するお知らせ」

記載の対象者の平成23年８月期の通期の業績予想の修正を勘案したとのことです。 

なお、平成23年８月期の通期業績予想修正は、対象者単体での平成23年８月期末ＡＵＭ残高目標1,900億

円を下回る見込みとなったことに起因しており、その理由は以下のとおりとのことです。 

１. 不動産の買い手と売り手との間の価格ギャップが依然として十分に解消しておらず、不動産取引量が増加

していない。 

２. ＡＭリプレイス及びデット・リストラクチャリング案件の受託については、難易度が高く労力がかかり、

かつ金額がそれほど大きくない案件が多い傾向にある。 

 

     評価手法 １株当たり株式価値レンジ 

市場株価法 ：18,610円から22,554円 

     ＤＣＦ法 ：27,389円から41,446円 

     類似会社比較法 ：25,547円から42,284円 

 

市場株価法は、対象者普通株式の株式市場における株価を基に株式価値を算定する手法であり、上場企業の

株式価値算定における客観的な評価手法であると考え、採用しているとのことです。市場株価法では、 近に

おける対象者普通株式の市場取引の状況等を勘案のうえ、評価基準日を平成23年10月４日として、対象者普

通株式のマザーズ市場における基準日終値18,610円、基準日以前の直近１ヶ月間の終値平均値19,087円、直

近３ヶ月間の終値平均値20,980円、直近６ヶ月間の終値平均値22,554円のほか、平成23年８月22日の「業

績予想の修正に関するお知らせ」発表の翌営業日以降基準日までの株価終値単純平均値（19,268 円）に基づ

き、対象者普通株式１株当たりの株式価値を18,610円～22,554円と分析したとのことです。 

ＤＣＦ法は、企業の将来キャッシュ・フロー（収益力）に基づく評価手法であるため、継続企業の価値の算

定を行ううえで適した手法であると考え、採用したとのことです。ＤＣＦ法では、対象者の事業計画における

収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素等を前提として、対象者が将来において創出すると見込ま

れるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値や株式価値を

分析し、対象者普通株式の１株当たりの株式価値を 27,389 円～41,446 円と分析しているとのことです。なお、

ＤＣＦ法に基づく株式価値算定の基礎とされた事業計画等においては、大幅な増益が見込まれているとのこと

です。これは、ＡＵＭの拡大等により大幅な増収を見込んでいるためとのことです。ただし、ＤＣＦ法に基づ

く株式価値算定に際しては、平成23年10月７日開示の中期経営計画ローリングにおける事業計画を基礎とし

つつ、不動産市場動向や受託資産の運用状況によって変動し、収益実現の不確実性が高いインセンティブ・

フィー等の成功報酬部分は含めずに株式価値算定を行っているとのことです。 

類似会社比較法は、対象者と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や収益性等を示す財務諸表

との比較を通じて、企業の価値の算定を行う手法となります。対象者には比較可能な類似上場会社が複数存在

し、類似会社比較法による株式価値の類推が可能であるため、類似会社比較法を採用し、対象者普通株式の１

株当たりの株式価値を25,547円～42,284円と分析したとのことです。 

修正簿価純資産法に関しては、必ずしも継続企業を前提とした将来の収益力を適切に反映した価値を表す手
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法ではないため、評価手法としては採用していないとのことです。 

なお、プルータスは株式価値算定に際して、対象者から提供を受けた情報及び一般的に公開されている情報

等を原則そのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提と

しており、独自にそれらの正確性及び完全性について検証を行っていないとのことです。加えて対象者の財務

予測に関する情報については、対象者の経営陣により現時点で可能な 善の予測と判断に基づき合理的に作成

されたことを前提とするとのことです。 

また、プルータスは、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本取引に関して記載すべき重要な

利害関係を有しておりません。 

なお、対象者普通株式に係る本買付価格は、対象者が平成23年８月22日に「業績予想の修正に関するお知

らせ」を公表してから、本日の前営業日である平成 23 年 10 月６日までの終値の単純平均値 19,216 円（小数

点以下を四捨五入）に対して 82.1％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを加えた金額であるとの

ことです。 

 

②対象者における本第三者委員会による検討 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、平成 23 年９月５日、本取引の提案についての審議

に慎重を期し、審議の公正性・客観性を担保するため、本取引の提案についての検討のための対象者取締役会

の諮問機関として本第三者委員会を設置し、本第三者委員会に対し、①本公開買付けに対して対象者取締役会

が賛同意見を表明することに関する少数株主にとっての不利益の有無（本公開買付けの買付条件（本買付価格

を含みます。）及び構造的な利益相反を回避するための措置の妥当性を含みます。）、並びに②本取引の一環と

して完全子会社化手続が行われる場合に、当該手続における少数株主にとっての不利益の有無（①及び②の諮

問事項を併せて、以下「本件諮問事項」といいます。）について、対象者取締役会に対する答申を行うことを

委嘱する旨の決議を行ったとのことです。 

対象者の取締役会は、本第三者委員会の委員長として、対象者及びユニゾン・キャピタル・グループから独

立性を有する外部有識者である権田修一氏（弁護士、鳥飼総合法律事務所）を選任したとのことです。権田修

一氏は本第三者委員会の委員として、自らのほかに、対象者及びユニゾン・キャピタル・グループから独立性

を有する対象者社外監査役である鈴木俊介氏（常勤、独立役員）及び野本彰氏（非常勤、独立役員、弁護士、

東京丸の内法律事務所）、対象者及びユニゾン・キャピタル・グループから独立性を有する外部有識者である

李俊範氏（公認会計士、李俊範公認会計士事務所）の３名を選定したとのことです。なお、対象者は当初から

この４名を本第三者委員会の委員として選任しており、本第三者委員会の委員を変更した事実はないとのこと

です。 

対象者プレスリリースによれば、本第三者委員会は、平成23年９月７日より同年10月５日まで合計５回開

催され、本件諮問事項についての協議及び検討を行ったとのことです。具体的には、対象者及びユニゾン・

キャピタル・グループから本公開買付けの諸条件及び下記「(６）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわ

ゆる二段階買収に関する事項）」に記載の本公開買付け後に予定される完全子会社化手続の内容、その他本取

引の背景等に関する説明を受け、これらの点に関する質疑応答を行うとともに、対象者及びユニゾン・キャピ

タル・グループと本公開買付けの諸条件及び本公開買付け後に予定される完全子会社化手続の内容等につき協

議・検討を行ったとのことです。 

加えて、プルータスが作成した対象者算定書を検討し、プルータスから、当該対象者算定書に基づき、対象

者普通株式の価値評価に関する説明を受けるとともに、森・濱田松本法律事務所から、本公開買付けを含む本

取引に係る手続の公正性担保のための留意点等について、法的助言を受けたとのことです。 

対象者プレスリリースによれば、本第三者委員会は、このような経緯のもとで、本件諮問事項について対象

者の企業価値向上の観点から慎重に協議及び検討した結果、平成23年10月５日に、対象者の取締役会に対し、

本公開買付けに対して対象者取締役会が賛同の意見を表明すること、及び本公開買付けの成立後に、公開買付

者が対象者の完全親会社となることを目的として、対象者が、全部取得条項付種類株式を用いる方法により対

象者の発行済株式の全部を取得することは、いずれも、対象者の少数株主にとって不利益なものでないと認め

られることを委員全員の一致で決議し、同内容の答申書を提出したとのことです。 
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③対象者における独立した法律事務所からの助言 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、本公開買付けを含む本取引に関する意思決定過程等

における公正性、適正性、透明性及び合理性を確保するため、森・濱田松本法律事務所をリーガル・アドバイ

ザーとして選任し、同事務所から、本公開買付けを含む本取引に関する意思決定過程、意思決定方法その他留

意点について、法的助言を受けているとのことです。 

 

④対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言及びプ

ルータスから取得した対象者算定書の内容を踏まえつつ、本第三者委員会からの答申の内容を 大限に尊重し

ながら、本公開買付けを含む本取引に関する諸条件について企業価値向上の観点から慎重に協議及び検討を

行ったとのことです。その結果、本取引の一環として行われる本公開買付けは対象者の企業価値向上に資する

ものであると判断し、平成23年10月７日開催の対象者の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表

明することを決議したとのことです。また、本公開買付けは対象者の株主に対して、対象者普通株式売却の合

理的な機会を提供するものであり、本公開買付けにおける対象者普通株式に係る買付価格及びその他の諸条件

は対象者の株主にとって妥当であると判断し、対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを

決議したとのことです。一方、本新株予約権につきましては、本新株予約権がいずれもストックオプションと

して発行されたものであること、本新株予約権に係る買付価格が１円とされたことなどを考慮し、本公開買付

けへ応募するか否かを本新株予約権の保有者の判断に委ねることを決議したとのことです。 

かかる本公開買付けに関する意見については、対象者取締役のうち、加藤氏が公開買付者と本応募契約を締

結し、また公開買付者と本公開買付けへの応募について合意をしている本ファンドと株主間契約を締結してい

ること、松田氏が公開買付者の代表取締役並びに公開買付者の出資者及び公開買付者と本公開買付けに関する

応募について合意をしている本ファンドのサブアドバイザーであるユニゾンの取締役を兼務していること、山

本氏がユニゾンの取締役を兼務していること、及び大谷氏がユニゾンの従業員を兼務していることに鑑みて、

本第三者委員会及び森・濱田松本法律事務所のアドバイスを受け、二段階の決議を行うこととし、構造的な利

益相反状況を回避するため、まず嵯峨氏１名で審議のうえ、本公開買付けに賛同の意見を表明する旨を承認す

る決議を行った後、更に、会社法第369条に定める取締役会の定足数を考慮し、加藤氏及び大谷氏を加えた３

名の取締役にて改めて審議し、その全員一致で上記意見を表明する旨を承認する決議を行っているとのことで

す。他方、松田氏及び山本氏は、構造的な利益相反状況を回避するため、いずれも本公開買付けへの意見表明

に関する議案の審議及び決議に一切参加していないとのことです。なお、対象者取締役会と公開買付者又は本

第三者委員会との間の本取引に係る協議・検討・交渉は、構造的な利益相反のおそれがない取締役である嵯峨

氏がこれを行い、加藤氏、松田氏、山本氏及び大谷氏は、いずれも対象者の取締役の立場において公開買付者

又は本第三者委員会との協議・検討・交渉には参加していないとのことです。 

また、対象者監査役全員（社外監査役２名を含み、いずれも本件について利害関係を有しません。）は、上

記取締役会に出席して審議に参加し、いずれも取締役会が本公開買付けに関して上記意見を表明することに異

議がない旨の意見を述べているとのことです。 

 

⑤買付価格の適正性及び公開買付けの公正性を担保するための客観的状況の確保 

公開買付者は、法令に定められた買付け等の期間の 短期間が 20 営業日であるところ、本公開買付けの買

付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）を31営業日としています。公開買付期間を比較的長期間

とすることにより、対象者の普通株主及び本新株予約権の保有者に本公開買付けに対する応募につき適正な判

断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等をする機会を確保し、これをもって本買付価

格の適正性を担保することを企図しております。また、公開買付者と対象者は、対象者が対抗的買収提案者と

接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触等を

行うことを制限するような内容の合意は一切行っておらず、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付

け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。 

 

（５）公開買付者と対象者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 
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①公開買付者と本ファンドとの応募合意 

公開買付者は、平成 23 年 10 月７日に本ファンド（本ファンドの所有株式数の合計 96,154 株、株式所有割

合 61.13％）との間で、その所有する対象者普通株式の全てを本公開買付けに応募する旨の合意をしておりま

す。 

 

②公開買付者と加藤氏との応募契約等 

公開買付者は、平成 23 年 10 月７日に加藤氏（所有株式数 16,200 株、株式所有割合 10.30％）との間で本

応募契約を締結しており、本応募契約において、加藤氏は、その所有する対象者普通株式の全てを本公開買付

けに応募する旨の合意をしております。また、本応募契約において、加藤氏は、同氏が本応募契約締結日以降

に開催される対象者の株主総会において議決権を有する場合、当該株主総会において、(i)公開買付者の意向

に従い当該議決権を行使するか、又は(ii)公開買付者又は公開買付者の指定する者に対し、当該議決権に係る

委任状その他一切の必要書類を交付するかの、いずれかの対応を行うこと（本公開買付けが撤回された場合又

は不成立となった場合を除きます。）を合意しております。 

なお、加藤氏は、公開買付者に本応募契約に規定される表明及び保証する事項（(i)公開買付者の存続及び

権限並びに法的倒産手続開始の不存在、(ⅱ)公開買付者による本応募契約の締結及び履行に必要な権限及び権

能並びに法令等により必要な手続の履践、(ⅲ)本応募契約の法的拘束力及び強制執行可能性、(ⅳ)本応募契約

の締結及び履行に必要な許認可等の取得、(ⅴ)本応募契約の締結及び履行の法令等との抵触の不存在、並びに

(ⅵ)公開買付者の反社会的勢力との関係の不存在）に重大な違反が存在する場合又は公開買付者に本応募契約

に規定される重大な義務（(i)秘密保持義務及び(ⅱ)契約上の地位の譲渡の禁止）につき違反が存在する場合

には、本応募契約を解除することができます。 

公開買付者は、加藤氏に本応募契約に規定される表明及び保証する事項（(i)加藤氏による本応募契約の締

結及び履行に必要な権利能力及び行為能力並びに法的倒産手続開始の不存在、(ⅱ)本応募契約の法的拘束力及

び強制執行可能性、(ⅲ)本応募契約の締結及び履行に必要な許認可等の取得、(ⅳ)本応募契約の締結及び履行

の法令等との抵触の不存在、(ⅴ)加藤氏の反社会的勢力との関係の不存在、並びに(ⅵ)対象者普通株式の所有

及び負担等の不存在）につき重大な違反が存在する場合又は加藤氏に本応募契約に規定される重大な義務

（(i)所有する対象者普通株式全ての本公開買付けへの応募義務、(ⅱ)本取引の円滑な実現のための協力義務、

(ⅲ)本応募契約締結日以降に開催される対象者の株主総会における公開買付者の意向に従った議決権行使義務

等、(ⅳ)対象者をして、本公開買付けの開始に先立って、対象者に係る業務等に関する重要事実を公表させる

努力義務、(ⅴ)秘密保持義務、及び(ⅵ)契約上の地位の譲渡の禁止）につき違反が存在する場合には、本応募

契約を解除することができます。 

加藤氏又は公開買付者のいずれかによって本応募契約が解除された場合であっても、加藤氏がその任意の裁

量により本公開買付けに応募することは禁止又は制限されておりません。 

 

なお、公開買付者は、対象者の代表取締役である加藤氏に本公開買付け後も対象者の代表取締役としての職

務を遂行して頂くことを要請しております。また、公開買付者は、本公開買付け後、対象者の役職員を対象と

するインセンティブ・プランを導入することについての検討を行うことを予定しております。 

 

（６）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項） 

公開買付者は、本公開買付けにより対象者普通株式の全てを取得できなかった場合であって、かつ、本公開

買付けに基準株式数以上の対象者普通株式の応募がなされた場合には、本公開買付け成立後に、以下の方法に

より、公開買付者が対象者普通株式の全てを取得することを目的として、完全子会社化手続を実施することを

予定しております。これに対して、本公開買付けに基準株式数以上の対象者普通株式の応募がなされなかった

場合には、公開買付者は、対象者に対して当面完全子会社化手続を要請する予定はありません。 

すなわち、本公開買付けの成立後、公開買付者は、①対象者において下記③の対象者普通株式の全部取得と

引き換えに交付する普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うこと、②全ての対象者普通

株式に全部取得条項（会社法第 108 条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じ。）

を付す旨の定款変更を行うこと、及び③全部取得条項が付された対象者普通株式の全部の取得と引き換えに別
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個の種類の対象者の株式を交付すること（なお、交付する別個の種類の対象者の株式について、上場申請は行

わない予定です。）のそれぞれを付議議案に含む対象者の臨時株主総会を本公開買付けの決済日後３ヶ月以内

（平成 24 年２月頃まで）を目処に開催することを、対象者に対して要請する予定です。また、上記②に係る

定款変更の効力を生じさせるには、会社法第111条第２項第１号に基づき、上記臨時株主総会の決議に加えて、

株式の内容として全部取得条項が付される対象者普通株式を所有する株主を構成員とする種類株主総会の決議

が必要となるため、公開買付者は、対象者に対し、上記②の定款一部変更を付議議案に含む対象者普通株式の

株主による種類株主総会の開催を要請する予定です。上記の各議案が上程された場合、公開買付者は、上記臨

時株主総会及び種類株主総会においてこれらの各議案に賛成する予定です。 

上記の各手続が実行された場合には、対象者の発行する全ての普通株式は全部取得条項が付された上で、そ

の全てが対象者に取得されることとなり、対象者の株主には当該取得の対価として別個の種類の対象者の株式

が交付されることになりますが、対象者の株主のうち交付されるべき当該別個の種類の対象者の株式の数が１

株に満たない端数となる株主に対しては、会社法第234条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の

合計数（合計した数に端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当する当該別個の種類の対

象者の株式を売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数に

相当する当該別個の種類の対象者の株式の売却価格については、当該売却の結果、各株主に交付されることに

なる金銭の額が、本公開買付けにおける対象者普通株式に係る買付価格に当該各株主が所有していた対象者普

通株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定される予定です。また、全部取得条項が付された対象者普通株

式の取得の対価として交付する対象者の株式の種類及び数は、本日現在未定ですが、公開買付者が対象者の発

行済株式の全てを所有することとなるよう、公開買付者以外の本公開買付けに応募されなかった対象者の株主

に交付しなければならない対象者の株式の数が１に満たない端数となるよう決定することを対象者に要請する

予定です。 

上記各手続に関連する一般株主の権利保護を目的としたと考えられる会社法上の規定としては、(a)上記②

の対象者普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、会社法第116条及び第117条その他

の関係法令の定めに従って、株主はその有する株式の買取請求を行うことができる旨が定められており、また、

(b)上記③の全部取得条項が付された対象者普通株式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会

社法第172条その他の関係法令の定めに従って、株主は、裁判所に対し、当該株式の取得の価格の決定の申立

てを行うことができる旨が定められております。これらの(a)又は(b)の方法による１株当たりの買取価格及び

取得価格は、 終的には裁判所が判断することになります。なお、本公開買付けは、上記臨時株主総会及び種

類株主総会における対象者の株主の賛同を勧誘するものでは一切ありません。 

また、上記方法については、本公開買付け後の公開買付者の株券等所有割合、一般株主の対象者普通株式の

所有状況又は関係法令についての当局の解釈等の状況によっては、それと同等の効果を有する他の方法を実施

し、また実施に時間を要する可能性があります。ただし、その場合でも、公開買付者が対象者の発行済株式の

全てを所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった株主に対しては、 終的に金銭を交付する

方法の採用を予定しており、この場合に、当該対象者の株主に交付される金銭の額についても、本公開買付け

における対象者普通株式に係る買付価格に当該各株主が所有していた対象者普通株式の数を乗じた価格と同一

になるよう算定される予定です。以上の場合における具体的な手続及び実施時期等については、対象者と協議

の上、決定次第、速やかに公表する予定です。なお、対象者は、平成23年10月７日付で、その連結子会社で

あるＡＰＪとの間で「合併に関する基本合意書」を締結しており、その旨公表されています。同基本合意書に

おいては合併の時期は平成24年３月乃至６月と予定されております。 

 

（７）上場廃止となる見込みがある旨及び上場廃止を目的とする理由 

対象者普通株式は、本日現在、マザーズ市場に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付けにおい

て買付けを行う株券等の数に上限を設定していないことから、本公開買付けの結果次第では、対象者普通株式

は、マザーズ市場の上場廃止基準に該当し、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公

開買付けの成立時点において当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は、本公開買付けの成立後に、上記

「（６）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載のとおり、本公開買

付けに基準株式数以上の対象者普通株式の応募がなされた場合には、適用法令に従い、公開買付者が対象者の
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発行済株式の全てを所有することを予定しておりますので、その場合にも対象者普通株式は上場廃止となりま

す。なお、上場廃止後は、対象者普通株式をマザーズ市場において取引することはできなくなります。一方、

本公開買付けに基準株式数以上の対象者普通株式の応募がなされなかった場合には、完全子会社化手続は行わ

ず、その場合には、少なくとも当面は対象者普通株式の上場は維持される予定です。 

 

２．買付け等の概要 

（１）対象者の概要 

① 名 称 株式会社エムケーキャピタルマネージメント 

② 所 在 地 東京都港区北青山三丁目５番12号 

③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役兼社長執行役員 加藤 一郎太 

④ 事 業 内 容 アセット・マネージメント事業、アセット・インキュベーション事業、そ

の他 

⑤ 資 本 金 3,402,288千円（平成23年５月31日現在） 

⑥ 設 立 年 月 日 平成13年９月10日 

⑦ 
大 株 主 及 び 持 株 比 率 

(平成23年５月31日現在） 

ユニゾンキャピタルツーエルピー 19.31%

ユニゾンキャピタルワンエルピー 15.20%

ユニゾンキャピタルパートナーズスリーエー 14.69%

ユニゾンキャピタルパートナーズスリービー 11.93%

加藤 一郎太 10.30%

ゴールドマン・サックス・インターナショナル 2.90%

株式会社ビケンテクノ 1.11%

ドイチェ バンク アーゲー ロンドンピービー ノントリ

ティークライアンツ 613 
1.03%

鈴木 章久 0.99%

エーエージーシーエス エヌブイトリーテイ アカウント タク

サブル 
0.98%

⑧ 公開買付者と対象者の関係 

 

 

 

資 本 関 係 

対象者と公開買付者とは資本関係はありませんが、平成23年８月31日現在、ユニ

ゾン・キャピタル・グループに属する投資ファンドが対象者の株式を保有してお

り、発行済株式総数に対する割合は、以下の通りです。 

 Unison Capital I, L.P. 

（ユニゾン・キャピタル３号投資事業組合と主要出資者が同一） 
15.20％

 Unison Capital II, L.P. 

（Unison Capital III(F),L.P. と主要出資者が同一） 
19.31％

 Unison Capital Partners III(A) 

（Unison Capital III(A),L.P. の主要出資者） 
14.69％

 Unison Capital Partners III(B) 

（Unison Capital III(B),L.P. の主要出資者） 
11.93％

 

 

 

人 的 関 係 

公開買付者の代表取締役であり、かつ公開買付者の出資者のサブアドバイザーであ

るユニゾンの取締役（パートナー）である松田清人氏は、対象者社外取締役であり

ます。 

 

 

 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

 

 

 

関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 
該当事項はありません。 
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（２）日程等 

① 日程 

公 開 買 付 開 始 公 告 日 平成23年10月11日（火曜日） 

公 告 掲 載 新 聞 名
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 

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

公開買付届出書提出日 平成23年10月11日（火曜日） 

 

② 届出当初の買付け等の期間 

平成23年10月11日（火曜日）から平成23年11月24日（木曜日）まで（31営業日） 

 

③ 対象者の請求に基づく延長の可能性 

該当事項はありません。 

 

（３）買付け等の価格 

普通株式１株につき、35,000円 

平成 20 年 11 月 26 日開催の対象者定時株主総会の特別決議に基づき発行された新株予約権（以下「第

９回新株予約権」といいます。） １個につき金１円 

平成 22 年 11 月 25 日開催の対象者定時株主総会の特別決議に基づき発行された新株予約権（以下「第

10回新株予約権」といいます。） １個につき金１円 

 

（４）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

（ⅰ）普通株式 

公開買付者は、本買付価格を決定するに際し、平成23年10月６日までのマザーズ市場における対象者普

通株式の過去１ヶ月、過去３ヶ月及び過去６ヶ月の市場株価終値の推移、対象者が公表している財務情報、

公開買付者において算出した対象者の将来のキャッシュ・フローの見込みの結果を基礎とし、さらには過

去１年間の公開買付けの事例におけるプレミアム水準、対象者普通株式の過去１年間の価格別取引出来高

等を総合的に勘案した上、対象者（利益相反のおそれがない唯一の対象者取締役である嵯峨氏）並びに対

象者の取締役会が設置した本第三者委員会との間でそれぞれ複数回実施された協議・交渉の結果に基づき、

本買付価格のうち、対象者普通株式１株につき35,000円、第９回新株予約権１個につき１円及び第10回新

株予約権１個につき１円とすることを決定しました。なお、公開買付者は、本買付価格の決定に際し、第

三者機関の算定書は取得していません。 

対象者普通株式に係る本買付価格は、本件公表日の前営業日である平成23年10月６日のマザーズ市場に

おける対象者普通株式の終値17,700円に対して97.7％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを、

平成23年10月６日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値18,983円（小数点以下を四捨五入）に対して

84.4％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを、過去３ヶ月間の終値の単純平均値20,837円（小

数点以下を四捨五入）に対して68.0％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを、過去６ヶ月間の

終値の単純平均値22,494円（小数点以下を四捨五入）に対して55.6％（小数点以下第二位を四捨五入）の

プレミアムをそれぞれ加えた金額になります。 

 

（ⅱ）新株予約権 

本新株予約権は、全て対象者又は本新株予約権発行時点の対象者子会社の役員又は従業員に対するス

トックオプションとして発行されたものであり、本新株予約権の行使の条件として、権利行使時において、

対象者及び対象者と資本関係のある会社の取締役、監査役、従業員であることが要求されていること、及

び本新株予約権を譲渡するには対象者取締役会の承認を要するとされていることから、公開買付者が本公

開買付けにより本新株予約権を買い付けたとしても、これを行使できないと解されること、並びに、第９

回新株予約権については、平成23年10月７日現在において行使価額（43,550円）が対象者普通株式１株に

係る本買付価格を上回っており、第10回新株予約権については、公開買付期間の末日までに権利行使期間

（平成24年12月１日から平成27年11月30日まで）が到来していないことから、公開買付者は、本新株予約

権の買付価格は１個につき１円とすることを決定しております。 
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② 算定の経緯 

（本公開買付けを実施するに至った意思決定の過程） 

ユニゾン・キャピタル・グループに属する本ファンドは、平成 22 年２月 26 日に対象者と資本業務提

携契約を締結し、対象者の第三者割当増資を引き受け、対象者への資本参加（本ファンドの所有株式数

の合計 96,154 株、株式所有割合 61.13％）を果たしています。ユニゾン・キャピタル・グループは、対

象者の代表取締役である加藤氏との間で、対象者を今後中長期的に成長させていくという観点から、対

象者の事業戦略や資本政策等についての協議・検討を行ってきました。その協議・検討の結果等を踏ま

えて、対象者グループが国内外の投資資金を受託できる不動産キャピタル・マネージメント会社として

長期的な競争力を強化し、持続的な成長を果たすためには、より機動的かつ柔軟な意思決定を可能とす

るグループ経営体制への転換及びさらなる経営組織の強化が必要と判断するに至っております。そこで、

これを実現すべく、ユニゾン・キャピタル・グループは、本公開買付けを通じて公開買付者が買付予定

数の下限以上の対象者普通株式を所有し、その上で、重要課題に対してより機動的かつ柔軟に対処して

いくことが 善であると判断して、本公開買付けを実施することといたしました。さらに、対象者の企

業価値向上のためには、対象者のＡＵＭ拡大に向けたより積極的な事業拡張や営業活動の展開などが必

要であると判断するに至っており、また、公開買付者としてはＡＵＭ拡大に向けたセイムボート資金を

提供する意向があるところではありますが、ＡＵＭ拡大に向けた施策を実現するためには相応の時間と

コストが必要となり、また、当該施策は必ずしも当初の予定通りに収益に寄与するとは限らず、一定の

リスクを伴うものであり、短期的に収益の変動性が高まり、業績に悪影響を与える懸念もあります。こ

のような影響が一般株主に及ぶことを回避し、公開買付者において当該リスクを引き受けるべく、 終

的に対象者の完全子会社化を目的とした本公開買付けを実施することといたしました。上記のような懸

念や一般株主への悪影響の可能性を斟酌し、また、一般株主の意思を尊重した上で完全子会社化手続を

進めるのが 良であろうと判断し、基準株式数を設けた本取引を実施することといたしました。 

以上の事情等を踏まえ、ユニゾン・キャピタル・グループは、平成 23 年９月５日、対象者取締役会に

対して本取引についての提案を行い、その後、対象者が本第三者委員会及び対象者（利益相反のおそれ

がない唯一の対象者取締役である嵯峨氏）との間で、本取引の実施の是非及び条件等について協議・交

渉を重ねました（詳細は、下記「買付価格の公正性を担保するための措置及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」の「（ⅱ）対象者における本第三者委員会による

検討」及び「（ⅳ）対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認」をご参照くださ

い。）。そして本第三者委員会及び対象者（利益相反のおそれがない唯一の対象者取締役である嵯峨氏）

からの質問や条件の一部変更の要求などを受けて、公開買付者は本取引についての提案内容を一部変更

した上で、平成23年10月５日、対象者に本取引についての 終提案をいたしました。 

公開買付者は、本買付価格を決定するに際し、平成 23 年 10 月６日までのマザーズ市場における対象

者普通株式の過去１ヶ月、過去３ヶ月及び過去６ヶ月の市場株価終値の推移、対象者が公表している財

務情報、公開買付者において算出した対象者の将来のキャッシュ・フローの見込みの結果を基礎とし、

さらには過去１年間の公開買付けの事例におけるプレミアム水準、対象者普通株式の過去１年間の価格

別取引出来高等を総合的に勘案した上、対象者（利益相反のおそれがない唯一の対象者取締役である嵯

峨氏）並びに対象者の取締役会が設置した本第三者委員会との間でそれぞれ複数回実施された協議・交

渉の結果に基づき、本買付価格のうち、対象者普通株式１株につき 35,000 円、第９回新株予約権１個に

つき１円及び第 10 回新株予約権１個につき１円とすることを決定しました。なお、公開買付者は、本買

付価格の決定に際し、第三者機関の算定書は取得していません。 

 

（買付価格の公正性を担保するための措置及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） 

（i）対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、公開買付者から提示された本買付価格を検討

し、本公開買付けに対する意見を決定するにあたり、意思決定の過程における公正性を担保するために、

公開買付者及び対象者から独立性を有する第三者算定機関であるプルータスに対象者普通株式の株式価

値の算定を依頼し、平成23年10月４日付で対象者算定書を取得したとのことです。 
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プルータスは、対象者普通株式の価値算定にあたり必要となる情報を収集・検討するため、利益相反

のおそれがない唯一の対象者取締役である嵯峨氏から事業の現状及び将来の見通し等の情報を取得して

説明を受け、それらの情報を踏まえて、対象者の株式価値を算定したとのことです。なお、対象者はプ

ルータスから、本買付価格の公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）を取得していないとの

ことです。 

プルータスは、複数の株式価値評価手法の中から対象者普通株式の株式価値算定にあたり採用すべき

評価方法を検討のうえ、対象者が継続企業（ゴーイング・コンサーン）であるとの前提のもと、対象者

普通株式の価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、市場株価法、ＤＣＦ法

及び類似会社比較法の各手法を用いて、対象者普通株式の株式価値を算定したとのことです。プルータ

スが上記各手法を採用した理由及び当該各手法に基づき算定した対象者普通株式の１株当たりの株式価

値はそれぞれ以下のとおりとのことです。なお、プルータスは、かかる算定にあたり、対象者が公表し

た平成 23 年８月 22 日付プレスリリース「業績予想の修正に関するお知らせ」記載の対象者の平成 23

年８月期の通期の業績予想の修正を勘案したとのことです。なお、平成 23 年８月期の通期業績予想修

正は、対象者単体での平成 23 年８月期末ＡＵＭ残高目標 1,900 億円を下回る見込みとなったことに起

因しており、その理由は以下のとおりとのことです。 

１. 不動産の買い手と売り手との間の価格ギャップが依然として十分に解消しておらず、不動産取引

量が増加していない。 

２. ＡＭリプレイス及びデット・リストラクチャリング案件の受託については、難易度が高く労力が

かかり、かつ金額がそれほど大きくない案件が多い傾向にある。 

      

評価手法 １株当たり株式価値レンジ 

市場株価法 ：18,610円から22,554円 

     ＤＣＦ法 ：27,389円から41,446円 

     類似会社比較法 ：25,547円から42,284円 

 

市場株価法は、対象者普通株式の株式市場における株価を基に株式価値を算定する手法であり、上場

企業の株式価値算定における客観的な評価手法であると考え、採用しているとのことです。市場株価法

では、 近における対象者普通株式の市場取引の状況等を勘案のうえ、評価基準日を平成23年10月４

日として、対象者普通株式のマザーズ市場における基準日終値 18,610 円、基準日以前の直近１ヶ月間

の終値平均値 19,087 円、直近３ヶ月間の終値平均値 20,980 円、直近６ヶ月間の終値平均値 22,554 円

のほか、平成23年８月22日の「業績予想の修正に関するお知らせ」発表の翌営業日以降基準日までの

株価終値単純平均値 19,268 円に基づき、対象者普通株式１株当たりの株式価値を 18,610 円～22,554

円と分析したとのことです。 

ＤＣＦ法は、企業の将来キャッシュ・フロー（収益力）に基づく評価手法であるため、継続企業の価

値の算定を行ううえで適した手法であると考え、採用したとのことです。ＤＣＦ法では、対象者の事業

計画における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素等を前提として、対象者が将来におい

て創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことに

よって企業価値や株式価値を分析し、対象者普通株式の１株当たりの株式価値を 27,389 円～41,446 円

と分析しているとのことです。なお、ＤＣＦ法に基づく株式価値算定の基礎とされた事業計画等におい

ては、大幅な増益が見込まれているとのことです。これは、ＡＵＭの拡大等により大幅な増収を見込ん

でいるためとのことです。ただし、ＤＣＦ法に基づく株式価値算定に際しては、平成23年10月７日開

示の中期経営計画ローリングにおける事業計画を基礎としつつ、不動産市場動向や受託資産の運用状況

によって変動し、収益実現の不確実性が高いインセンティブ・フィー等の成功報酬部分は含めずに株式

価値算定を行っているとのことです。 

類似会社比較法は、対象者と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や収益性等を示す財

務諸表との比較を通じて、企業の価値の算定を行う手法となります。対象者には比較可能な類似上場会

社が複数存在し、類似会社比較法による株式価値の類推が可能であるため、類似会社比較法を採用し、
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対象者普通株式の１株当たりの株式価値を25,547円～42,284円と分析したとのことです。 

修正簿価純資産法に関しては、必ずしも継続企業を前提とした将来の収益力を適切に反映した価値を

表す手法ではないため、評価手法としては採用していないとのことです。 

なお、プルータスは株式価値算定に際して、対象者から提供を受けた情報及び一般的に公開されてい

る情報等を原則そのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものである

ことを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性について検証を行っていないとのことです。

加えて対象者の財務予測に関する情報については、対象者の経営陣により現時点で可能な 善の予測と

判断に基づき合理的に作成されたことを前提とするとのことです。 

また、プルータスは、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本取引に関して記載すべき

重要な利害関係を有しておりません。 

なお、対象者普通株式に係る本買付価格は、対象者が平成23年８月22日に「業績予想の修正に関す

るお知らせ」を公表してから、本日の前営業日である平成 23 年 10 月６日までの終値の単純平均値

19,216 円（小数点以下を四捨五入）に対して 82.1％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを

加えた金額であるとのことです。 

 

（ⅱ）対象者における本第三者委員会による検討 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、平成 23 年９月５日、本取引の提案について

の審議に慎重を期し、審議の公正性・客観性を担保するため、本取引の提案についての検討のための対

象者取締役会の諮問機関として本第三者委員会を設置し、本第三者委員会に対し、①本公開買付けに対

して対象者取締役会が賛同意見を表明することに関する少数株主にとっての不利益の有無（本公開買付

けの買付条件（本買付価格を含みます。）及び構造的な利益相反を回避するための措置の妥当性を含み

ます。）、並びに②本取引の一環として完全子会社化手続が行われる場合に、当該手続における少数株主

にとっての不利益の有無について、対象者取締役会に対する答申を行うことを委嘱する旨の決議を行っ

たとのことです。 

対象者の取締役会は、本第三者委員会の委員長として、対象者及びユニゾン・キャピタル・グループ

から独立性を有する外部有識者である権田修一氏（弁護士、鳥飼総合法律事務所）を選任したとのこと

です。権田修一氏は本第三者委員会の委員として、自らのほかに、対象者及びユニゾン・キャピタル・

グループから独立性を有する対象者社外監査役である鈴木俊介氏（常勤、独立役員）及び野本彰氏（非

常勤、独立役員、弁護士、東京丸の内法律事務所）、対象者及びユニゾン・キャピタル・グループから

独立性を有する外部有識者である李俊範氏（公認会計士、李俊範公認会計士事務所）の３名を選定した

とのことです。なお、対象者は当初からこの４名を本第三者委員会の委員として選任しており、本第三

者委員会の委員を変更した事実はないとのことです。 

対象者プレスリリースによれば、本第三者委員会は、平成23年９月７日より同年10月５日まで合計

５回開催され、本件諮問事項についての協議及び検討を行ったとのことです。具体的には、対象者及び

ユニゾン・キャピタル・グループから本公開買付けの諸条件及び上記「1.買付け等の目的等」の

「(６）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の本公開買付

け後に予定される完全子会社化手続の内容、その他本取引の背景等に関する説明を受け、これらの点に

関する質疑応答を行うとともに、対象者及びユニゾン・キャピタル・グループと本公開買付けの諸条件

につき協議・検討を行ったとのことです。 

加えて、プルータスが作成した対象者算定書を検討し、プルータスから、当該対象者算定書に基づき、

対象者普通株式の価値評価に関する説明を受けるとともに、森・濱田松本法律事務所から、本公開買付

けを含む本取引に係る手続の公正性担保のための留意点等について、法的助言を受けたとのことです。 

対象者プレスリリースによれば、本第三者委員会は、このような経緯のもとで、本件諮問事項につい

て対象者の企業価値向上の観点から慎重に協議及び検討した結果、平成23年10月５日に、対象者の取

締役会に対し、本公開買付けに対して対象者取締役会が賛同の意見を表明すること、及び本公開買付け

の成立後に、公開買付者が対象者の完全親会社となることを目的として、対象者が、全部取得条項付種

類株式を用いる方法により対象者の発行済株式の全部を取得することは、いずれも、対象者の少数株主
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にとって不利益なものでないと認められることを委員全員の一致で決議し、同内容の答申書を提出した

とのことです。 

 

（ⅲ）対象者における独立した法律事務所からの助言 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、本公開買付けを含む本取引に関する意思決定

過程等における公正性、適正性、透明性及び合理性を確保するため、森・濱田松本法律事務所をリーガ

ル・アドバイザーとして選任し、同事務所から、本公開買付けを含む本取引に関する意思決定過程、意

思決定方法その他留意点について、法的助言を受けているとのことです。 

 

（ⅳ）対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言

及びプルータスから取得した対象者算定書の内容を踏まえつつ、本第三者委員会からの答申の内容を

大限に尊重しながら、本公開買付けを含む本取引に関する諸条件について企業価値向上の観点から慎重

に協議及び検討を行ったとのことです。その結果、本取引の一環として行われる本公開買付けは対象者

の企業価値向上に資するものであると判断し、平成23年10月７日開催の対象者の取締役会において、

本公開買付けに賛同の意見を表明することを決議したとのことです。また、本公開買付けは対象者の株

主に対して、対象者普通株式売却の合理的な機会を提供するものであり、本公開買付けにおける対象者

普通株式に係る買付価格及びその他の諸条件は対象者の株主にとって妥当であると判断し、対象者の株

主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。一方、本新株予約権につき

ましては、本新株予約権がいずれもストックオプションとして発行されたものであること、本新株予約

権に係る買付価格が１円とされたことなどを考慮し、本公開買付けへ応募するか否かを本新株予約権の

保有者の判断に委ねることを決議したとのことです。 

かかる本公開買付けに関する意見については、対象者取締役のうち、加藤氏が公開買付者と本応募契

約を締結し、また公開買付者と本公開買付けへの応募について合意をしている本ファンドと株主間契約

を締結していること、松田氏が公開買付者の代表取締役並びに公開買付者の出資者及び公開買付者と本

公開買付けに関する応募について合意をしている本ファンドのサブアドバイザーであるユニゾンの取締

役を兼務していること、山本氏がユニゾンの取締役を兼務していること、及び大谷氏がユニゾンの従業

員を兼務していることに鑑みて、本第三者委員会及び森・濱田松本法律事務所のアドバイスを受け、二

段階の決議を行うこととし、構造的な利益相反状況を回避するため、まず嵯峨氏１名で審議のうえ、本

公開買付けに賛同の意見を表明する旨を承認する決議を行った後、更に、会社法第369条に定める取締

役会の定足数を考慮し、加藤氏及び大谷氏を加えた３名の取締役にて改めて審議し、その全員一致で上

記意見を表明する旨を承認する決議を行っているとのことです。他方、松田氏及び山本氏は、構造的な

利益相反状況を回避するため、いずれも本公開買付けへの意見表明に関する議案の審議及び決議に一切

参加していないとのことです。なお、対象者取締役会と公開買付者又は本第三者委員会との間の本取引

に係る協議・検討・交渉は、構造的な利益相反のおそれがない取締役である嵯峨氏がこれを行い、加藤

氏、松田氏、山本氏及び大谷氏は、いずれも対象者の取締役の立場において公開買付者又は本第三者委

員会との協議・検討・交渉には参加していないとのことです。 

また、対象者監査役全員（社外監査役２名を含み、いずれも本件について利害関係を有しません。）

は、上記取締役会に出席して審議に参加し、いずれも取締役会が本公開買付けに関して上記意見を表明

することに異議がない旨の意見を述べているとのことです。 

 

（ⅴ）買付価格の適正性及び公開買付けの公正性を担保するための客観的状況の確保 

公開買付者は、法令に定められた買付け等の期間の 短期間が 20 営業日であるところ、公開買付期

間を 31 営業日としています。公開買付期間を比較的長期間とすることにより、対象者の普通株主及び

本新株予約権の保有者に本公開買付けに対する応募につき適正な判断機会を確保しつつ、公開買付者以

外の者にも対抗的な買付け等をする機会を確保し、これをもって本買付価格の適正性を担保することを

企図しております。また、公開買付者と対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止す
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るような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触等を行うことを制限

するような内容の合意は一切行っておらず、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機

会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。 

 

 

（５）買付予定の株券等の数 

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

162,939株 108,626株 ―株

（注１）応募株券等の総数が買付予定数の下限（108,626株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。

応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。 

（注２）買付予定の株券等の 大の数は、買付予定数に記載しているとおり、本四半期報告書に記載された平成23年５月

31日現在の対象者の発行済株式総数（157,304株）に本新株予約権（5,635個）の目的となる対象者普通株式の数

（5,635株）を加えた株式数になります。 

（注３）買付予定数の下限は、本四半期報告書に記載された平成23年５月31日現在の対象者の発行済株式総数（157,304

株）に本新株予約権（5,635個）の目的となる対象者普通株式の数（5,635株）を加えた株式数（162,939株）に、

３分の２を乗じた株式数（108,626株）です。 

（注４）公開買付期間末日までに本新株予約権のうち第９回新株予約権の一部が行使される可能性がありますが、当該行

使により発行又は移転される対象者普通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、第10回新株

予約権1,825個については行使期間が到来していないため、公開買付期間中に行使される可能性はありません。 

 

（６）買付け等による株券等所有割合の異動 

買付け等前における公開買付者の 

所有株券等に係る議決権の数 
0個 （買付け等前における株券等所有割合 0％） 

買付け等前における特別関係者の 

所有株券等に係る議決権の数 
0個 （買付け等前における株券等所有割合 0％） 

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
162,939個 （買付け等後における株券等所有割合 100.00％） 

対象者の総株主等の議決権の数 157,304個

（注１）「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係る議決権の数を記載

しております。 

（注２）「対象者の総株主等の議決権の数」は、本四半期報告書に記載された平成23年５月31日現在の総株主の議決権の数

(157,304個)です。ただし、対象者の本新株予約権についても本公開買付けの対象としているため、「買付け後に

おける株券等所有割合」の計算においては、本四半期報告書に記載された平成23年５月31日現在の本新株予約権

（5,635個）の目的となる対象者普通株式の議決権の 大数（5,635個）を加えて、分母を162,939個として計算し

ております。 

（注３）「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における

株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

（７）買付代金   5,703百万円 

（注） 買付代金は、買付予定の株券等の数（162,939株）に普通株式1 株当たりの買付価格（35,000円）を乗じた金額を

記載しています。 

 

（８）決済の方法 

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 

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

 

② 決済の開始日 

平成23年12月１日（木曜日） 

 

 

③ 決済の方法及び場所 
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公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主等

の場合は常任代理人）の住所宛に郵送します。なお、野村ネット＆コールにおいて書面の電子交付等に

承諾されている場合には、野村ネット＆コールのウェブサイト(https://nc.nomura.co.jp/)にて電磁的

方法により交付します。 

買付けは、金銭にて行います。応募株主等は本公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が

指示した方法により受け取ることができます（送金手数料がかかる場合があります。）。 

 

④ 株券等の返還方法 

下記「（９）その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無

及び内容」及び「②公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条

件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、決済の開始日（本公開買付けの撤回

等を行った場合は撤回等を行った日）以後速やかに、返還すべき株券等を返還します。 

普通株式については、応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します（普通株式を他の金融

商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、その旨指示してください。）。本新株予

約権については、本新株予約権の応募に際して提出された書類（前記「７ 応募及び契約の解除の方

法」の「(1) 応募の方法」④に記載した書類）を応募株主等の指示により応募株主等への交付又は応募

株主等への住所への郵送により返還します。 

 

（９）その他買付け等の条件及び方法 

① 法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 

本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限（108,626 株）に満たない場合は、

応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限（108,626 株）以上の

場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。 

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

令第 14 条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ、並びに同条第２項第３号な

いし第６号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。撤

回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付

期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表し、その

後直ちに公告を行います。 

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法 

法第27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第１項に定める行為

を行った場合には、府令第 19 条第１項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うこ

とがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新

聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第 20 条

に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、

当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付けを行いま

す。 

 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができ

ます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに公開買付代理人の応募の受付を

行った本店又は全国各支店に公開買付応募申込の受付票を添付のうえ、本公開買付けに係る契約の解除

を行う旨の書面（以下「解除書面」といいます。）を交付又は送付してください。ただし、送付の場合

は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。野村ネット＆コー

ルにおいて応募された契約の解除は、野村ネット＆コールのウェブサイト(https://nc.nomura.co.jp/)
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上の操作又は解除書面の送付により行ってください。野村ネット＆コールのウェブサイト上の操作によ

る場合は当該ウェブサイトに記載される方法に従い、公開買付期間末日の15時30分までに解除手続き

を行ってください。解除書面の送付による場合は、予め解除書面を野村ネット＆コール カスタマーサ

ポートに請求したうえで、野村ネット＆コール宛に送付してください（本公開買付けに応募した際に公

開買付代理人より受付票が交付されていた場合は、当該受付票を解除書面に添付してください。）。野村

ネット＆コールにおいても、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到着することを条件とし

ます。なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約

金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買

付者の負担とします。 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

公開買付者は、公開買付期間中、法第 27 条の６第１項及び令第 13 条により禁止される場合を除き、

買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等

につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を

行うことが困難である場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行いま

す。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の

買付条件等により買付けを行います。 

  

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付

開始公告に記載した内容に係るものを、府令第 20 条に規定する方法により公表します。また、直ちに

公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公

開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂

正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂

正します。 

 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 

本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第９条の４及び府令第 30 条の２に

規定する方法により公表します。 

 

⑧ その他 

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（電話、テレックス、ファクシミ

リ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を使用して行われるもの

ではなく、更に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、

公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内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。 

本公開買付けの応募に際し、応募株主等（外国人株主等の場合は常任代理人）は公開買付代理人に

対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及

び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに

関するいかなる情報（その写しを含みます。）も、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、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。買付け若しくは公開買付応

募申込書の署名交付に関して、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（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、こ

れらに限りません。）又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理

人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと（当該他の者が買付けに関するすべての指示を
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米国外から与えている場合を除きます。）。 

 

（10）公開買付開始公告日 

平成23年10月11日 

 

（11）公開買付代理人 

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

 

３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し 

本公開買付け後の方針等については、「１．買付け等の目的」の「「（７）上場廃止となる見込みがあ

る旨及び上場廃止を目的とする理由」をご参照ください。 

 

４．その他 

（１）公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 

①本公開買付けに対する意見表明に係る対象者の取締役会決議 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、対象者を取り巻く事業環境及び対象者が直面

する経営課題等を踏まえると、引き続きユニゾン・キャピタル・グループの支援を受け、同グループの

有する国内外の広範囲なネットワークやこれまでのノウハウを活かした経営体制の強化やＡＵＭ拡大等

の経営施策を迅速に実施していくことが、対象者の中長期的かつ持続的な企業価値の向上の達成につな

がるものであり、かかる施策の実施のためには、本公開買付けにより、公開買付者が買付予定数の下限

以上の対象者普通株式を取得することで、対象者においてより機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする

経営体制が構築されること、ひいては機動的かつ柔軟な資金調達等が可能となることが有益であり、さ

らには本公開買付けの結果、基準株式数以上の対象者普通株式の応募がなされ、公開買付者により対象

者の完全子会社化が行われれば、資金調達等の重要課題に対してさらに機動的かつ柔軟な対処が可能と

なるため、対象者の企業価値をより一層向上させることができることから、本取引の一環として行われ

る本公開買付けは対象者の企業価値向上に資するものであると判断し、平成 23 年 10 月７日開催の対象

者の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明することを決議したとのことです。また、本

公開買付けは、対象者の株主に対して直近の一定期間の平均株価に対して一定のプレミアムが付与され

た価格により対象者普通株式売却の合理的な機会を提供するものであり、本公開買付けにおける対象者

普通株式に係る買付価格及びその他の諸条件は対象者の株主にとって妥当であると判断し、同取締役会

において対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。本新株

予約権につきましては、本新株予約権がいずれもストックオプションとして発行されたものであること、

本新株予約権に係る買付価格が１円とされたことなどを考慮し、本公開買付けに応募するか否かについ

ては本新株予約権の保有者の判断に委ねることを決議したとのことです（決議方法の詳細は、下記「⑤

買付価格の公正性を担保するための措置及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」の「（ⅳ）対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認」をご

参照ください。）。 

 

②公開買付者と加藤氏との応募契約等 

公開買付者は、平成23年10月７日に加藤氏（所有株式数16,200株、株式所有割合10.30％）との間で本

応募契約を締結しており、本応募契約において、加藤氏は、その所有する対象者普通株式の全てを本公

開買付けに応募する旨の合意をしております。また、本応募契約において、加藤氏は、同氏が本応募契

約締結日以降に開催される対象者の株主総会において議決権を有する場合、当該株主総会において、(i)

公開買付者の意向に従い当該議決権を行使するか、又は(ii)公開買付者又は公開買付者の指定する者に

対し、当該議決権に係る委任状その他一切の必要書類を交付するかの、いずれかの対応を行うこと（本

公開買付けが撤回された場合又は不成立となった場合を除きます。）を合意しております。 

なお、加藤氏は、公開買付者に本応募契約に規定される表明及び保証する事項（(i)公開買付者の存続

及び権限並びに法的倒産手続開始の不存在、(ⅱ)公開買付者による本応募契約の締結及び履行に必要な
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権限及び権能並びに法令等により必要な手続の履践、(ⅲ)本応募契約の法的拘束力及び強制執行可能性、

(ⅳ)本応募契約の締結及び履行に必要な許認可等の取得、(ⅴ)本応募契約の締結及び履行の法令等との

抵触の不存在、並びに(ⅵ)公開買付者の反社会的勢力との関係の不存在）に重大な違反が存在する場合

又は公開買付者に本応募契約に規定される重大な義務（(i)秘密保持義務及び(ⅱ)契約上の地位の譲渡の

禁止）につき違反が存在する場合には、本応募契約を解除することができます。 

公開買付者は、加藤氏に本応募契約に規定される表明及び保証する事項（(i)加藤氏による本応募契約

の締結及び履行に必要な権利能力及び行為能力並びに法的倒産手続開始の不存在、(ⅱ)本応募契約の法

的拘束力及び強制執行可能性、(ⅲ)本応募契約の締結及び履行に必要な許認可等の取得、(ⅳ)本応募契

約の締結及び履行の法令等との抵触の不存在、(ⅴ)加藤氏の反社会的勢力との関係の不存在、並びに

(ⅵ)対象者普通株式の所有及び負担等の不存在）につき重大な違反が存在する場合又は加藤氏に本応募

契約に規定される重大な義務（(i)所有する対象者普通株式全ての本公開買付けへの応募義務、(ⅱ)本取

引の円滑な実現のための協力義務、(ⅲ)本応募契約締結日以降に開催される対象者の株主総会における

公開買付者の意向に従った議決権行使義務等、(ⅳ)対象者をして、本公開買付けの開始に先立って、対

象者に係る業務等に関する重要事実を公表させる努力義務、(ⅴ)秘密保持義務及び(ⅵ)契約上の地位の

譲渡の禁止）につき違反が存在する場合には、本応募契約を解除することができます。 

加藤氏又は公開買付者のいずれかによって本応募契約が解除された場合であっても、加藤氏がその任

意の裁量により本公開買付けに応募することは禁止又は制限されておりません。 

 

なお、公開買付者は、対象者の代表取締役である加藤氏に本公開買付け後も対象者の代表取締役とし

ての職務を遂行して頂くことを要請しております。また、公開買付者は、本公開買付け後、対象者の役

職員を対象とするインセンティブ・プランを導入することについての検討を行うことを予定しておりま

す。 

 

③本公開買付けの目的及び背景並びに本公開買付け成立後の経営方針 

ユニゾン・キャピタル・グループに属する本ファンドは、平成22年２月26日に対象者と資本業務提携

契約を締結し、対象者の第三者割当増資を引き受け、対象者への資本参加（本ファンドの所有株式数の

合計 96,154 株、株式所有割合 61.13％）を果たしています。ユニゾン・キャピタル・グループは、対象

者の代表取締役である加藤氏との間で、対象者を今後中長期的に成長させていくという観点から、対象

者の事業戦略や資本政策等についての協議・検討を行ってきました。その協議・検討の結果等を踏まえ

て、対象者グループが国内外の投資資金を受託できる不動産キャピタル・マネージメント会社として長

期的な競争力を強化し、持続的な成長を果たすためには、より機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする

グループ経営体制への転換及びさらなる経営組織の強化が必要と判断するに至っております。そこで、

これを実現すべく、ユニゾン・キャピタル・グループは、本公開買付けを通じて公開買付者が買付予定

数の下限以上の対象者普通株式を所有し、その上で、重要課題に対してより機動的かつ柔軟に対処して

いくことが 善であると判断して、本公開買付けを実施することといたしました。さらに、対象者の企

業価値向上のためには、対象者のＡＵＭ拡大に向けたより積極的な事業拡張や営業活動の展開などが必

要であると判断するに至っており、また、公開買付者としてはＡＵＭ拡大に向けたセイムボート資金を

提供する意向があるところではありますが、ＡＵＭ拡大に向けた施策を実現するためには相応の時間と

コストが必要となり、また、当該施策は必ずしも当初の予定通りに収益に寄与するとは限らず、一定の

リスクを伴うものであり、短期的に収益の変動性が高まり、業績に悪影響を与える懸念もあります。こ

のような影響が一般株主に及ぶことを回避し、公開買付者において当該リスクを引き受けるべく、 終

的に対象者の完全子会社化を目的とした本公開買付けを実施することといたしました。上記のような懸

念や一般株主への悪影響の可能性を斟酌し、また、一般株主の意思を尊重した上で完全子会社化手続を

進めるのが 良であろうと判断し、基準株式数を設けた本取引を実施することといたしました。 

以上の事情等を踏まえ、ユニゾン・キャピタル・グループは、平成 23 年９月５日、対象者取締役会に

対して本取引についての提案を行い、その後、対象者が本第三者委員会及び対象者（利益相反のおそれ

がない唯一の対象者取締役である嵯峨氏）との間で、本取引の実施の是非及び条件等について協議・交

渉を重ねました（詳細は、下記「⑤買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するた
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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」の「（ⅱ）対象者における本第三者委員会によ

る検討」及び「（ⅳ）対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認」をご参照くださ

い。）。そして本第三者委員会及び対象者（利益相反のおそれがない唯一の対象者取締役である嵯峨氏）

からの質問や条件の一部変更の要求などを受けて、公開買付者は本取引についての提案内容を一部変更

した上で、平成23年10月５日、対象者に本取引についての 終提案をいたしました。 

他方、対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、上記提案を受け、リーガル・アドバイ

ザーである森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言及び第三者算定機関であるプルータスから取得

した対象者算定書の内容を踏まえつつ、平成 23 年９月７日に本取引の提案を検討するために対象者の取

締役会の諮問機関として設置された本第三者委員会からの答申の内容を 大限に尊重しながら、本公開

買付けを含む本取引に関する諸条件について対象者の企業価値向上の観点から慎重に協議及び検討を

行ったとのことです。 

その結果、対象者の取締役会は、対象者を取り巻く事業環境及び対象者が直面する経営課題等を踏まえ

ると、引き続きユニゾン・キャピタル・グループの支援を受け、同グループの有する国内外の広範囲な

ネットワークやこれまでのノウハウを活かした経営体制の強化やＡＵＭ拡大等の経営施策を迅速に実施

していくことが、対象者の中長期的かつ持続的な企業価値の向上の達成につながるものであり、かかる

施策の実施のためには、本公開買付けにより、公開買付者が買付予定数の下限以上の対象者普通株式を

取得することで、対象者においてより機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする経営体制が構築されるこ

と、ひいては機動的かつ柔軟な資金調達等が可能となることが有益であり、さらには本公開買付けの結

果、基準株式数以上の対象者普通株式の応募がなされ、公開買付者により対象者の完全子会社化が行わ

れれば、資金調達等の重要課題に対してさらに機動的かつ柔軟な対処が可能となるため、対象者の企業

価値をより一層向上させることができることから、本取引の一環として行われる本公開買付けは対象者

の企業価値向上に資するものであると判断し、平成 23 年 10 月７日開催の対象者の取締役会において、

本公開買付けに賛同の意見を表明することを決議したとのことです。また、本公開買付けは、対象者の

株主に対して直近の一定期間の平均株価に対して一定のプレミアムが付与された価格により対象者普通

株式売却の合理的な機会を提供するものであり、本公開買付けにおける対象者普通株式に係る買付価格

及びその他の諸条件は対象者の株主にとって妥当であると判断し、同取締役会において対象者の株主に

対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。本新株予約権につきましては、

本新株予約権がいずれもストックオプションとして発行されたものであること、本新株予約権に係る買

付価格が１円とされたことなどを考慮し、本公開買付けに応募するか否かについては本新株予約権の保

有者の判断に委ねることを決議したとのことです。 

上記取締役会決議は、対象者取締役のうち、代表取締役である加藤氏が公開買付者と本応募契約を締結

し、また公開買付者と本公開買付けへの応募について合意している本ファンドの間でと株主間契約を締

結していること、松田氏が公開買付者の代表取締役並びに公開買付者の出資者及び公開買付者と本公開

買付けへの応募について合意している本ファンドのサブアドバイザーであるユニゾンの取締役を兼務し

ていること、山本氏がユニゾンの取締役を兼務していること、及び大谷氏がユニゾンの従業員を兼務し

ていることに鑑みて、本第三者委員会及び森・濱田松本法律事務所のアドバイスを受け、二段階の決議

を行うこととし、構造的な利益相反状況を回避するため、まずかかる構造的な利益相反のおそれがない

取締役である嵯峨氏１名で審議のうえ、本公開買付けに賛同の意見を表明する旨を承認する決議を行っ

た後、更に、会社法第 369 条に定める取締役会の定足数を考慮し、加藤氏及び大谷氏を加えた３名の取

締役にて改めて審議し、その全員一致で上記意見を表明する旨を承認する決議を行っているとのことで

す。他方、松田氏及び山本氏は、構造的な利益相反状況を回避するため、いずれも本公開買付けへの意

見表明に関する議案の審議及び決議に一切参加していないとのことです（詳細は、下記「⑤買付価格の

公正性を担保するための措置及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」の「（ⅳ）対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認」をご参照くださ

い。）。 

なお、対象者取締役会と公開買付者又は本第三者委員会との間の本取引に係る協議・検討・交渉は、か

かる構造的な利益相反のおそれがない取締役である嵯峨氏がこれを行い、加藤氏、松田氏、山本氏及び
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大谷氏は、いずれも対象者の取締役の立場において公開買付者又は本第三者委員会との協議・検討・交

渉には参加していないとのことです。 

また、対象者監査役全員（社外監査役２名を含み、いずれも本件について利害関係を有しません。）は、

上記取締役会に出席して審議に参加し、いずれも取締役会が本公開買付けに関して上記意見を表明する

ことに異議がない旨の意見を述べているとのことです。 

なお、公開買付者は、本公開買付けに基準株式数以上の対象者普通株式の応募がなされなかった場合で

も、本公開買付けに基準株式数以上の対象者普通株式の応募がなされた場合と同様に、現在の経営体制

を大きく変更しない形で対象者の企業価値向上につとめる予定ですが、完全子会社化手続が実施されな

いこととなるため、少なくとも当面は対象者普通株式の上場が維持されることになります。 

なお、上記「②公開買付者と加藤氏との応募契約等」に記載のとおり、公開買付者は、対象者の代表取

締役である加藤氏に本公開買付け後も対象者の代表取締役としての職務を遂行して頂くことを要請して

おります。また、公開買付者は、本公開買付け後、対象者の役職員を対象とするインセンティブ・プラ

ンを導入することについての検討を行うことを予定しております。 

また、対象者は、平成23年10月７日付で、その連結子会社であるＡＰＪとの間で「合併に関する基本

合意書」を締結しており、その旨公表されています。同基本合意書においては、合併の時期は平成 24 年

３月乃至６月と予定されております。 

 

④公開買付者における買付価格の検討 

公開買付者は、本買付価格を決定するに際し、平成23年10月６日までのマザーズ市場における対象者

普通株式の過去１ヶ月、過去３ヶ月及び過去６ヶ月の市場株価終値の推移、対象者が公表している財務

情報、公開買付者において算出した対象者の将来のキャッシュ・フローの見込みの結果を基礎とし、さ

らには過去１年間の公開買付けの事例におけるプレミアム水準、対象者普通株式の過去１年間の価格別

取引出来高等を総合的に勘案した上、対象者（利益相反のおそれがない唯一の対象者取締役である嵯峨

氏）並びに対象者の取締役会が設置した本第三者委員会との間でそれぞれ複数回実施された協議・交渉

の結果に基づき、本買付価格のうち、対象者普通株式１株につき35,000円、第９回新株予約権１個につ

き１円及び第10回新株予約権１個につき１円とすることを決定しました。なお、公開買付者は、本買付

価格の決定に際し、第三者機関の算定書は取得していません。 

対象者普通株式に係る本買付価格は、本件公表日の前営業日である平成23年10月６日のマザーズ市場

における対象者普通株式の終値17,700円に対して97.7％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアム

を、平成23年10月６日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値18,983円（小数点以下を四捨五入）に対

して84.4％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを、過去３ヶ月間の終値の単純平均値20,837

円（小数点以下を四捨五入）に対して68.0％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを、過去

６ヶ月間の終値の単純平均値22,494円（小数点以下を四捨五入）に対して55.6％（小数点以下第二位を

四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加えた金額になります。 

 

本公開買付けの対象には本新株予約権も含まれますが、本新株予約権は、全て対象者又は本新株予約

権発行時点の対象者子会社の役員又は従業員に対するストックオプションとして発行されたものであり、

本新株予約権の行使の条件として、権利行使時において、対象者及び対象者と資本関係のある会社の取

締役、監査役、従業員であることが要求されていること、及び本新株予約権を譲渡するには対象者取締

役会の承認を要するとされていることから、公開買付者が本公開買付けにより本新株予約権を買い付け

たとしても、これを行使できないと解されること、並びに、第９回新株予約権については、平成23年10

月７日現在において行使価額（43,550円）が対象者普通株式１株に係る本買付価格を上回っており、第

10回新株予約権については、公開買付期間の末日までに権利行使期間（平成24年12月１日から平成27年

11月30日まで）が到来していないことから、公開買付者は、本新株予約権の買付価格は１個につき１円

とすることを決定しております。 

 

⑤買付価格の公正性を担保するための措置及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 

公開買付者及び対象者は、本公開買付けが、 終的には、対象者の完全子会社化手続の一環として行わ
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れるため、公開買付者の出資者が、対象者の発行済株式の 61.13％に相当する数の株式を有する本ファン

ドと、サブアドバイザーを同じくしていることに鑑み、本公開買付けにおいて構造的な利益相反が存し

うることから本買付価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程におけ

る恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、主として以下のような本公開買付けを含む本取引の公

正性を担保する措置を実施しました。なお、以下の記述中の対象者において実施した措置等については、

対象者プレスリリース及び対象者から受けた説明に基づくものです。 

 

（ⅰ）対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、公開買付者から提示された本買付価格を検討し、

本公開買付けに対する意見を決定するにあたり、意思決定の過程における公正性を担保するために、公

開買付者及び対象者から独立性を有する第三者算定機関であるプルータスに対象者普通株式の株式価値

の算定を依頼し、平成23年10月４日付で対象者算定書を取得したとのことです。 

プルータスは、対象者普通株式の価値算定にあたり必要となる情報を収集・検討するため、利益相反の

おそれがない唯一の対象者取締役である嵯峨氏から事業の現状及び将来の見通し等の情報を取得して説

明を受け、それらの情報を踏まえて、対象者の株式価値を算定したとのことです。なお、対象者はプ

ルータスから、本買付価格の公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）を取得していないとの

ことです。 

プルータスは、複数の株式価値評価手法の中から対象者普通株式の株式価値算定にあたり採用すべき評

価方法を検討のうえ、対象者が継続企業（ゴーイング・コンサーン）であるとの前提のもと、対象者普

通株式の価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、市場株価法、ＤＣＦ法及

び類似会社比較法の各手法を用いて、対象者普通株式の株式価値を算定したとのことです。プルータス

が上記各手法を採用した理由及び当該各手法に基づき算定した対象者普通株式の１株当たりの株式価値

はそれぞれ以下のとおりとのことです。なお、プルータスは、かかる算定にあたり、対象者が公表した

平成 23 年８月 22 日付プレスリリース「業績予想の修正に関するお知らせ」記載の対象者の平成 23 年８

月期の通期の業績予想の修正を勘案したとのことです。 

なお、平成 23 年８月期の通期業績予想修正は、対象者単体での平成 23 年８月期末ＡＵＭ残高目標

1,900億円を下回る見込みとなったことに起因しており、その理由は以下のとおりとのことです。 

１. 不動産の買い手と売り手との間の価格ギャップが依然として十分に解消しておらず、不動産取引量

が増加していない。 

２. ＡＭリプレイス及びデット・リストラクチャリング案件の受託については、難易度が高く労力がか

かり、かつ金額がそれほど大きくない案件が多い傾向にある。 

      

評価手法 １株当たり株式価値レンジ 

市場株価法 ：18,610円から22,554円 

     ＤＣＦ法 ：27,389円から41,446円 

     類似会社比較法 ：25,547円から42,284円 

 

市場株価法は、対象者普通株式の株式市場における株価を基に株式価値を算定する手法であり、上場企

業の株式価値算定における客観的な評価手法であると考え、採用しているとのことです。市場株価法で

は、 近における対象者普通株式の市場取引の状況等を勘案のうえ、評価基準日を平成 23 年 10 月４日

として、対象者普通株式のマザーズ市場における基準日終値 18,610 円、基準日以前の直近１ヶ月間の終

値平均値 19,087 円、直近３ヶ月間の終値平均値 20,980 円、直近６ヶ月間の終値平均値 22,554 円のほか、

平成 23 年８月 22 日の「業績予想の修正に関するお知らせ」発表の翌営業日以降基準日までの株価終値

単純平均値（19,268 円）に基づき、対象者普通株式１株当たりの株式価値を 18,610 円～22,554 円と分

析したとのことです。 

ＤＣＦ法は、企業の将来キャッシュ・フロー（収益力）に基づく評価手法であるため、継続企業の価値

の算定を行ううえで適した手法であると考え、採用したとのことです。ＤＣＦ法では、対象者の事業計
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画における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素等を前提として、対象者が将来において

創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによっ

て企業価値や株式価値を分析し、対象者普通株式の１株当たりの株式価値を 27,389 円～41,446 円と分析

しているとのことです。なお、ＤＣＦ法に基づく株式価値算定の基礎とされた事業計画等においては、

大幅な増益が見込まれているとのことです。これは、ＡＵＭの拡大等により大幅な増収を見込んでいる

ためとのことです。ただし、ＤＣＦ法に基づく株式価値算定に際しては、平成 23 年 10 月７日開示の中

期経営計画ローリングにおける事業計画を基礎としつつ、不動産市場動向や受託資産の運用状況によっ

て変動し、収益実現の不確実性が高いインセンティブ・フィー等の成功報酬部分は含めずに株式価値算

定を行っているとのことです。 

類似会社比較法は、対象者と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や収益性等を示す財務

諸表との比較を通じて、企業の価値の算定を行う手法となります。対象者には比較可能な類似上場会社

が複数存在し、類似会社比較法による株式価値の類推が可能であるため、類似会社比較法を採用し、対

象者普通株式の１株当たりの株式価値を25,547円～42,284円と分析したとのことです。 

修正簿価純資産法に関しては、必ずしも継続企業を前提とした将来の収益力を適切に反映した価値を表

す手法ではないため、評価手法としては採用していないとのことです。 

なお、プルータスは株式価値算定に際して、対象者から提供を受けた情報及び一般的に公開されている

情報等を原則そのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであるこ

とを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性について検証を行っていないとのことです。加

えて対象者の財務予測に関する情報については、対象者の経営陣により現時点で可能な 善の予測と判

断に基づき合理的に作成されたことを前提とするとのことです。 

また、プルータスは、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本取引に関して記載すべき重

要な利害関係を有しておりません。 

なお、対象者普通株式に係る本買付価格は、対象者が平成23年８月22日に「業績予想の修正に関する

お知らせ」を公表してから、本日の前営業日である平成 23 年 10 月６日までの終値の単純平均値 19,216

円（小数点以下を四捨五入）に対して 82.1％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを加えた金

額であるとのことです。 

 

（ⅱ）対象者における本第三者委員会による検討 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、平成 23 年９月５日、本取引の提案についての

審議に慎重を期し、審議の公正性・客観性を担保するため、本取引の提案についての検討のための対象

者取締役会の諮問機関として本第三者委員会を設置し、本第三者委員会に対し、①本公開買付けに対し

て対象者取締役会が賛同意見を表明することに関する少数株主にとっての不利益の有無（本公開買付け

の買付条件（本買付価格を含みます。）及び構造的な利益相反を回避するための措置の妥当性を含みま

す。）、並びに②本取引の一環として完全子会社化手続が行われる場合に、当該手続における少数株主に

とっての不利益の有無について、対象者取締役会に対する答申を行うことを委嘱する旨の決議を行った

とのことです。 

対象者の取締役会は、本第三者委員会の委員長として、対象者及びユニゾン・キャピタル・グループ

から独立性を有する外部有識者である権田修一氏（弁護士、鳥飼総合法律事務所）を選任したとのこと

です。権田修一氏は本第三者委員会の委員として、自らのほかに、対象者及びユニゾン・キャピタル・

グループから独立性を有する対象者社外監査役である鈴木俊介氏（常勤、独立役員）及び野本彰氏（非

常勤、独立役員、弁護士、東京丸の内法律事務所）、対象者及びユニゾン・キャピタル・グループから独

立性を有する外部有識者である李俊範氏（公認会計士、李俊範公認会計士事務所）の３名を選定したと

のことです。なお、対象者は当初からこの４名を本第三者委員会の委員として選任しており、本第三者

委員会の委員を変更した事実はないとのことです。 

対象者プレスリリースによれば、本第三者委員会は、平成 23 年９月７日より同年 10 月５日まで合計

５回開催され、本件諮問事項についての協議及び検討を行ったとのことです。具体的には、対象者及び

ユニゾン・キャピタル・グループから本公開買付けの諸条件及び本公開買付け後に予定される完全子会
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社化手続の内容、その他本取引の背景等に関する説明を受け、これらの点に関する質疑応答を行うとと

もに、対象者及びユニゾン・キャピタル・グループと本公開買付けの諸条件につき協議・検討を行った

とのことです。 

加えて、プルータスが作成した対象者算定書を検討し、プルータスから、当該対象者算定書に基づき、

対象者普通株式の価値評価に関する説明を受けるとともに、森・濱田松本法律事務所から、本公開買付

けを含む本取引に係る手続の公正性担保のための留意点等について、法的助言を受けたとのことです。 

対象者プレスリリースによれば、本第三者委員会は、このような経緯のもとで、本件諮問事項につい

て対象者の企業価値向上の観点から慎重に協議及び検討した結果、平成 23 年 10 月５日に、対象者の取

締役会に対し、本公開買付けに対して対象者取締役会が賛同の意見を表明すること、及び本公開買付け

の成立後に、公開買付者が対象者の完全親会社となることを目的として、対象者が、全部取得条項付種

類株式を用いる方法により対象者の発行済株式の全部を取得することは、いずれも、対象者の少数株主

にとって不利益なものでないと認められることを委員全員の一致で決議し、同内容の答申書を提出した

とのことです。   

 

（ⅲ）対象者における独立した法律事務所からの助言 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、本公開買付けを含む本取引に関する意思決定

過程等における公正性、適正性、透明性及び合理性を確保するため、森・濱田松本法律事務所をリーガ

ル・アドバイザーとして選任し、同事務所から、本公開買付けを含む本取引に関する意思決定過程、意

思決定方法その他留意点について、法的助言を受けているとのことです。 

 

（ⅳ）対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言

及びプルータスから取得した対象者算定書の内容を踏まえつつ、本第三者委員会からの答申の内容を

大限に尊重しながら、本公開買付けを含む本取引に関する諸条件について企業価値向上の観点から慎重

に協議及び検討を行ったとのことです。その結果、本取引の一環として行われる本公開買付けは対象者

の企業価値向上に資するものであると判断し、平成 23 年 10 月７日開催の対象者の取締役会において、

本公開買付けに賛同の意見を表明することを決議したとのことです。また、本公開買付けは対象者の株

主に対して、対象者普通株式売却の合理的な機会を提供するものであり、本公開買付けにおける対象者

普通株式に係る買付価格及びその他の諸条件は対象者の株主にとって妥当であると判断し、対象者の株

主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。一方、本新株予約権につき

ましては、本新株予約権がいずれもストックオプションとして発行されたものであること、本新株予約

権に係る買付価格が１円とされたことなどを考慮し、本公開買付けへ応募するか否かを本新株予約権の

保有者の判断に委ねることを決議したとのことです。 

かかる本公開買付けに関する意見については、対象者取締役のうち、加藤氏が公開買付者と本応募契

約を締結し、また公開買付者と本公開買付けへの応募について合意をしている本ファンドと株主間契約

を締結していること、松田氏が公開買付者の代表取締役並びに公開買付者の出資者及び公開買付者と本

公開買付けに関する応募について合意をしている本ファンドのサブアドバイザーであるユニゾンの取締

役を兼務していること、山本氏がユニゾンの取締役を兼務していること、及び大谷氏がユニゾンの従業

員を兼務していることに鑑みて、本第三者委員会及び森・濱田松本法律事務所のアドバイスを受け、二

段階の決議を行うこととし、構造的な利益相反状況を回避するため、まず嵯峨氏１名で審議のうえ、本

公開買付けに賛同の意見を表明する旨を承認する決議を行った後、更に、会社法第 369 条に定める取締

役会の定足数を考慮し、加藤氏及び大谷氏を加えた３名の取締役にて改めて審議し、その全員一致で上

記意見を表明する旨を承認する決議を行っているとのことです。他方、松田氏及び山本氏は、構造的な

利益相反状況を回避するため、いずれも本公開買付けへの意見表明に関する議案の審議及び決議に一切

参加していないとのことです。なお、対象者取締役会と公開買付者又は本第三者委員会との間の本取引

に係る協議・検討・交渉は、構造的な利益相反のおそれがない取締役である嵯峨氏がこれを行い、加藤

氏、松田氏、山本氏及び大谷氏は、いずれも対象者の取締役の立場において公開買付者又は本第三者委
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員会との協議・検討・交渉には参加していないとのことです。 

また、対象者監査役全員（社外監査役２名を含み、いずれも本件について利害関係を有しません。）は、

上記取締役会に出席して審議に参加し、いずれも取締役会が本公開買付けに関して上記意見を表明する

ことに異議がない旨の意見を述べているとのことです。 

 

（ⅴ）買付価格の適正性及び公開買付けの公正性を担保するための客観的状況の確保 

公開買付者は、法令に定められた買付け等の期間の 短期間が 20 営業日であるところ、公開買付期間

を 31 営業日としています。公開買付期間を比較的長期間とすることにより、対象者の普通株主及び本新

株予約権の保有者に本公開買付けに対する応募につき適正な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の

者にも対抗的な買付け等をする機会を確保し、これをもって本買付価格の適正性を担保することを企図

しております。また、公開買付者と対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するよ

うな取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触等を行うことを制限する

ような内容の合意は一切行っておらず、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機会が

確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。 

 

 

（２）投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報 

 

①対象者は、平成23年10月７日に「平成23年８月期決算短信」を公表しております。当該公表に基づく

平成23年８月期の対象者の損益状況等は以下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は、対象者

が公表した内容を一部抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性について独自に検証

し得る立場になく、また実際かかる検証を行っておりません。詳細につきましては、当該公表の内容

をご参照下さい。 

 

（ⅰ）損益の状況 

決算年月 平成23年８月期（第10期） 

売上高 692,627千円 

売上原価 59,593千円 

販売費及び一般管理費 961,250千円 

営業外収益 3,989千円 

営業外費用 5千円 

当期純損失（△） △298,693千円 

 

（ⅱ）一株当たりの状況 

決算年月 平成23年８月期（第10期） 

１株当たり当期純損失 △1,898.83円 

１株当たり配当額 0.00円 

１株当たり純資産額 30,916.11円 

 

②対象者は、平成23年10月７日に「連結子会社との合併に関する基本合意書締結及び中期経営計画ロー

リングのお知らせ」を公表しております。当該公表によれば、対象者は、その連結子会社であるＡＰ

Ｊとの間で「合併に関する基本合意書」を締結しており、基本合意においては、合併の時期は平成24

年３月乃至６月とされています。また、対象者は平成22年２月26日に発表した中期経営計画（平成23

年８月期～平成27年８月期）の年度のローリング及び全体の見直しを行うとのことです。なお、当該
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公表の内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及

び真実性について独自に検証し得る立場になく、また実際かかる検証を行っておりません。詳細につ

きましては、当該公表の内容をご参照下さい。 

 

 

 

 

以 上 




