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平成 23 年 10 月 21 日 

各      位 

会 社 名  ヤマトマテリアル株式会社 

代表者名  代表取締役社長 森川 香 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 7620） 

問合せ先  

役職・氏名 取締役企画本部長 

松崎 一夫 

電話 03-5639-3085 

公開買付けの賛同意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（※）の一環と

して行われる株式会社森川企画（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式に対する公開買付け

（以下「本公開買付け」といいます。）について賛同の意見を表明すること及び当社の株主の皆様に対し、本公

開買付けへの応募を推奨することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、当社の取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を完全子会社化

することを企図していること、並びに当社の普通株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたも

のです。 

 

（※）マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）とは、一般に、買収対象会社の経営陣の全部又は一部が、買収資金

の全部又は一部を出資して、事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。 

 

１．公開買付者の概要 

（１） 名 称 株式会社森川企画 

（２） 所 在 地 東京都品川区北品川五丁目 15 番７号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 森川 香 

（４） 事 業 内 容 当社の株式を取得及び保有すること 

（５） 資 本 金 の 額 1,000,000 円 

（６） 設 立 年 月 日 平成 20 年 10 月１日 

（７） 大株主及び持株比率 森川ホールディングス株式会社 100％ 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 

当社の代表取締役社長である森川香氏は、公開買付

者の代表取締役社長を兼務しております。また、当

社の取締役会長である森川智氏は、公開買付者の取

締役を兼務しております。また、当社の従業員１名

が、公開買付者の従業員としての業務を兼務してお

ります。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

（８） 
上場会社と公開買付 

者 の 関 係 

関連当事者へ 

の 該当状 況 

公開買付者は、当社の代表取締役社長である森川香

氏、当社の取締役会長である森川智氏及びその親族

である森川嵩氏が議決権の 100％を保有している株

式会社森川ホールディングスが議決権の 100％を保

有している会社であり、当社の関連当事者に該当し

ます。 
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２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（１）意見の内容 

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同し、かつ、当社の株主の皆様に対し、本公

開買付けへの応募を推奨することについて決議いたしました。 

なお、上記取締役会決議は、下記「（５）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 ④利害関係のない取締役及び監査役全員の承認」記載の方法により決議されております。 

 

（２）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。 

公開買付者は、本日現在において当社の株式を取得及び保有することを主たる業務の内容とした株式会社

であり、当社の代表取締役社長である森川香氏、取締役会長である森川智氏及びその親族である森川嵩氏が

発行済普通株式の全てを所有する森川ホールディングス株式会社が発行済普通株式の全てを所有し、森川香

氏が代表取締役社長を務めております。公開買付者は、平成 20 年 10 月１日に森川香氏、森川智氏及び森川

嵩氏の３名がその発行済普通株式の全てを所有する会社として設立され、平成 23 年 10 月７日付で発行済普

通株式の全てが上記３名から森川ホールディングス株式会社に譲渡されたものであります。森川ホールディ

ングス株式会社は、平成 23 年９月 27 日に森川香氏、森川智氏及び森川嵩氏の３名がその発行済普通株式の

全てを所有する会社として設立され、公開買付者を通じて当社の株式を取得及び保有することを主たる目的

とする株式会社であり、森川香氏が代表取締役を務めております。 

今般、公開買付者は、当社の発行済普通株式の全て（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）を取

得して当社を完全子会社化して当社普通株式を非上場化し、その後公開買付者を消滅会社とし、当社を存続

会社とする吸収合併を行うことを目的として、本公開買付けを実施いたします。公開買付者は、本公開買付

けを、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法により当社を完全子会社化する一連の取引（以下「本取

引」といいます。）の一環として行うことを企図しております。公開買付者及び当社の代表取締役社長であ

る森川香氏は、当社が置かれている経営環境等のもとで、将来にわたって安定的かつ持続的に当社の企業価

値を向上させていくためには、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法が最善の手段であると判断し、

今般、本公開買付けを実施するものであります。なお、公開買付者及び当社の代表取締役社長である森川香

氏並びに公開買付者の取締役及び当社の取締役会長である森川智氏は、本公開買付け及び本取引後も引き続

き当社の経営にあたる予定です。 

公開買付者は、本公開買付けにおいて、2,735,140 株（当社が平成 23 年８月 11 日に提出した第 68 期第１

四半期報告書に記載された平成 23 年６月 30 日現在の発行済普通株式の総数 3,750,000 株に占める割合（以

下「所有割合」といいます。）：72.94％（小数点以下第三位を四捨五入し、以下同様に計算しております。））

を買付予定数の下限と設定しており、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株

券等の全部の買付けを行いません。他方、本公開買付けは、公開買付者が当社の発行済普通株式の全て（但

し、当社が所有する自己株式を除きます。）を取得することを企図しておりますので、買付予定数の上限は

設けておらず、買付予定数の下限以上の応募があった場合は、応募株券等の全ての買付けを行います。なお、

買付予定数の下限は、当社の発行済普通株式の総数 3,750,000 株から、①平成 23 年６月 30 日現在当社が所

有する自己株式数 28,991 株、②当社の筆頭株主かつ関連会社であり、当社及び公開買付者の代表取締役社

長である森川香氏が代表取締役会長を務め、公開買付者の取締役及び当社の取締役会長である森川智氏が代

表取締役社長を務めるヤマト科学株式会社（以下「ヤマト科学」といいます。）が所有する当社普通株式の

数（952,000 株、所有割合：25.39％）、③当社の第二位株主であり最高顧問である森川巽氏が所有する当社

普通株式の数（789,269 株、所有割合：21.05％）並びに④公開買付者及び当社の代表取締役社長である森川

香氏が所有する当社普通株式の数（8,000 株、所有割合：0.21％）を控除した株式数である 1,971,740 株の

過半数に相当する株式数（985,871 株、所有割合：26.29％）に、上記のヤマト科学、森川巽氏及び森川香氏

が所有する当社普通株式の数の合計（1,749,269 株、所有割合：46.65％）を加えた株式数となるよう設定し

たものであります。これにより、ヤマト科学、森川巽氏及び森川香氏以外の当社の株主の皆様の意思を尊重

し、ヤマト科学、森川巽氏及び森川香氏以外の当社の株主の皆様の保有株式数（1,971,740 株）の過半数以

上の株式を保有する株主の皆様の賛同が得られない場合には、本公開買付け及び本取引を行わないこととし

ております。 

さらには、本公開買付けが成立したものの、これにより公開買付者が当社の発行済普通株式の全て（但し、
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当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、公開買付者は、本公開買付けの成立

を条件として、当社による下記「（４）いわゆる二段階買収に関する事項」記載の一連の手続を経て、当社

の発行済普通株式の全て（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）を取得し、当社を公開買付者の完

全子会社とする予定です。また、当該完全子会社化後、公開買付者は、公開買付者を消滅会社とし、当社を

存続会社とする吸収合併を行うことを予定しております。 

公開買付者は、ヤマト科学（所有株式数 952,000 株、所有割合 25.39％）、当社の第二位株主であり最高顧

問である森川巽氏（所有株式数 789,269 株、所有割合 21.05％）並びに公開買付者及び当社の代表取締役社

長である森川香氏（所有株式数 8,000 株、所有割合 0.21％）（以下総称して「本応募株主」といいます。）と

の間で、それぞれ本日付で公開買付応募契約を締結し（以下総称して「本応募契約」といいます。）、(i)金

融商品取引法その他適用ある法令に従い、本公開買付けの開始に必要な全ての手続がとられており、本公開

買付けが本応募契約の規定に従って開始され、その後に撤回されていないこと、(ii)当社の取締役会による

本公開買付けに賛同する旨の意見表明がなされており、かつ、かかる意見表明が撤回されていないこと、

(iii)公開買付者が表明及び保証する事項（注１）並びに本応募契約に定める公開買付者の義務（注２）の

重大な違反が存在しないこと、(iv)本応募株主が、当社に関して、金融商品取引法第 166 条第１項柱書に規

定される未公表の重要事実又は金融商品取引法第167条第１項柱書に規定される公開買付け等の実施に関す

る未公表の事実若しくは公開買付け等の中止に関する未公表の事実（本公開買付けに関する事実を除く。）

を認識していないことを前提条件として、本応募株主が、その所有する当社普通株式の全部を本公開買付け

に応募することを合意しております。上記前提条件が満たされない場合であっても、本応募株主がその裁量

により本公開買付けに応募することは妨げられません（但し、上記(iv)が満たされない場合を除きます。）。 

なお、本日現在、ヤマト科学は、所有する当社普通株式 952,000 株のうち、800,000 株を株式会社みずほ

銀行（以下「みずほ銀行」といいます。）に担保として提供しておりますが、本応募契約においては、ヤマ

ト科学が当該担保権を解除した上でその所有する当社普通株式の全てについて本公開買付けに応募するこ

ととされております。また、本日現在、森川巽氏は、所有する当社普通株式 789,269 株のうち、160,000 株

をみずほ銀行に担保として提供しておりますが、本応募契約においては、森川巽氏が当該担保権を解除した

上でその所有する当社普通株式の全てについて本公開買付けに応募することとされております。なお、森川

香氏は、本公開買付けへの応募による当社普通株式の売却代金（4,680,000 円）の税引後手取額を公開買付

者の完全親会社である森川ホールディングス株式会社に追加出資することを予定しており、また、森川智氏

及び森川嵩氏も、森川香氏、森川智氏及び森川嵩氏の森川ホールディングス株式会社への出資割合がかかる

追加出資前と同一割合（森川香氏 30％、森川智氏 30％、森川嵩氏 40％）になるように、同じく森川ホール

ディングス株式会社に追加出資することを予定しております。さらに、森川ホールディングス株式会社は、

森川香氏、森川智氏及び森川嵩氏より払込みを受けたかかる追加出資金額について、その合計金額から登録

免許税等の必要経費を除いた金額を、公開買付者に追加出資することを予定しております。 

また、公開買付者は、当社との間で、当社の従業員１名が公開買付者の従業員としての業務を兼務するこ

とに関して、平成 23 年７月 19 日付で兼務社員取扱契約書を締結しております。同契約上、契約期間は平成

23 年７月 20 日から平成 24 年７月 31 日であり、当該従業員は当社の従業員としての身分を継続するとされ

ております。なお、当該従業員は、当社における本取引に関する検討には一切関与しておりません。 

さらに、公開買付者は、本公開買付けの決済のために使用することができる資金として、本公開買付けの

成立等を条件として、みずほ銀行から 2,427,000 千円を上限とした融資（以下「本買収ローン」といいます。）

を受けることを予定しております。公開買付者は、本買収ローンの担保として、本公開買付けにより取得す

る当社の普通株式等の公開買付者の保有する一定の資産及び森川ホールディングス株式会社の保有する公

開買付者株式に担保権を設定する予定です。 

 

（注１）本応募契約において、公開買付者は、(i)公開買付者の有効な設立及び存続、(ⅱ)本応募契約の締結・

履行に必要な権限及び権能並びに必要な手続の履践、(ⅲ)本応募契約の適法性、有効性及び強制執行可

能性、(ⅳ)本応募契約の締結・履行の法令等への抵触の不存在、(ⅴ)本応募契約の締結・履行に必要な

許認可等の取得・履践を表明及び保証しております。 
（注２）本応募契約において、公開買付者は、本公開買付けを実施する義務、本応募契約上の義務違反又は

表明保証違反による補償義務、及び秘密保持義務を負っております。 
 

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 
当社は、昭和 23 年に酒類用びん・食品用びん・食品容器・薬品用びんを主な取扱品として、ヤマト硝子
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株式会社として創業いたしました。昭和 38 年にはオリジナル企画商品の卓上醤油差しの販売を開始し、続

いてプラスチック食品密閉容器等、独自開発商品の企画販売を開始いたしました。 

その後、昭和 45 年にはガラスびんの回収、洗瓶を目的として秋田工場を建設するなどして事業を拡大し、

調味料容器につきましては、硝子からプラスチック化への市場ニーズをいち早く掴み、同年に１リットル塩

ビ容器、その後 1.8 リットル取手付塩ビ容器の企画販売を行い、今日の取扱い調味料容器の中心となってい

る各種ＰＥＴボトル販売へと繋がってきております。 

更に、事業の複線化を目指して、昭和 57 年からはエレクトロニクス分野に進出し、新たな取扱い素材を

獲得し、着実に商品範囲を広げてまいりました。近年においても、当社が取り組んでいる水関連事業におい

て、ＨＯＤ市場（Ｈｏｍｅ ＆ Ｏｆｆｉｃｅ Ｄｅｌｉｖｅｒｙ市場）向けに、容器本体であるオリジナル

ガロンボトルを中心として、ボトル・キャップやウォーターサーバーなど関連商材を含むトータル展開を積

極的に推進するなどの更なる発展を目指す取り組みも行っております。 

平成 18 年には、当社の事業領域がガラスびんのみならず、プラスチックなどの様々な商品を取り扱って

いることなどから、“素材”をキーワードに事業内容と商号との一致を図り、より大きな可能性を目指して

発展する企業「ヤマトマテリアル株式会社」へ商号変更しております。さらに、当社は、第２次中期経営計

画として、安定した収益を持続的に確保できる体制の強化に向けた３ヵ年の取り組みを進めているところで

す。また、当社は、「マテリアルイノベーション」として、マーケットの革新、商材の革新、組織・人材の

革新を継続して推し進め、持続的な成長の実現を目指すとともに、次世代へ繋ぐ体制の構築と利益成長体質

の強化にも取り組んでいるところです。 

しかしながら、人口減少等を背景とした国内消費の低迷に伴うガラス容器類市場の伸び悩みや、本年３月

に発生した東日本大震災の影響など、外部環境の不透明感が高まる中、業界の厳しさも増してきており、当

社を取り巻く経営環境は一層厳しさを増すものと見込まれます。また、当社の事業展開は部門によっては東

日本が中心となっており、現在十分に経営資源が投入できていない地域や領域があります。一方で、日本を

除くアジア地域全体でみれば少子高齢化が進む日本とは異なり、非常に多くの人口を抱え、今後も経済成長

の継続が見込まれ、所得水準が急速に上昇することで富裕層も増加しています。加えて、当社の取引先が海

外展開を積極化させており、当社も取引先から共に海外進出を求められるといった状況にあります。 

このような状況において、当社が目指すマーケットの革新においては、国内外の成長が期待できるエリア

にポイントを絞り新たな拠点開設も視野に入れ、営業・商品供給体制を構築していく必要があります。また、

商材の革新においては、当社のファブレスメーカーとしての機能をさらに推進することに加え、商材強化の

ための金型投資等を積極化し、既存分野にとらわれない非食品分野の更なる強化、新規分野への参入も目指

す必要があります。こうした経営環境のもと、公開買付者は、当社の長年に渡る競争優位を引き続き維持し、

中長期的に安定的かつ持続的に当社の企業価値を向上させていくためには、更なる経営資源の選択と集中を

図りながら、中長期的視点に立った従来の延長線上にない抜本的な構造改革を実施することが必要不可欠で

あると考えているとのことです。具体的には、これまで以上に積極的かつ機動的に、これまでに蓄積したノ

ウハウを活かし魅力的なエリアに事業領域を拡大させ、また、商材開発のための投資を行い、今後の事業展

開を支える機動的な組織再編を可能とし、また創業以来の伝統を継承し経営に携われる人材の育成・戦力化

などが急務であると考えるに至ったとのことです。 

もっとも、森川香氏は、当社が上場を維持したまま、かかる構造改革を積極的かつ急速に展開した場合に

は、短期的であるにせよ、利益水準の低下やキャッシュ・フローの悪化などを伴うリスクがあり、当社の一

般株主の皆様に対して多大なる影響を与えてしまう可能性も否定できないと考えているとのことです。なお、

当社は、平成 11 年に日本証券業協会に株式を店頭登録し、エクイティ・ファイナンスによる資本市場から

の資金調達、知名度の向上による優れた人材の確保、取引先に対する社会的な信用力の向上等、上場企業と

して様々なメリットを享受してまいりました。しかしながら、当社には、現在の財務状況等から、当面はエ

クイティ・ファイナンスの活用による大規模な資金調達の必要性は見込まれず、他方で、資本市場に対する

規制強化により、株式の上場を維持するために必要なコスト（金融商品取引法上の有価証券報告書等の継続

的な情報開示に要する費用や監査費用等）は、今後、益々増大することが見込まれることから、今後も継続

して株式の上場を維持することの意義について再検討を迫られる状況にありました。 

このような中、当社及び公開買付者の代表取締役社長である森川香氏は、当社が今後も上場を維持するこ

とによるメリット、デメリットを勘案しつつ、当社の株主の皆様にマイナスのリスクが及ぶことを回避し、

短期的な業績に左右されることなく当社が中長期的に成長し、持続的な企業価値向上を実現するためには、

マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法により、公開買付者が当社の発行済普通株式の全てを取得して

非上場化し、短期的な業績変動に左右されず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した
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上で、当社の経営陣及び従業員が一丸となって当社の事業構造の改革及び取り組みの強化を積極的に行うこ

とが最善の手段であると考えるに至り、かねてより様々な資本政策の可能性を検討していたとのことですが、

平成 23 年７月頃より、本取引についての具体的な検討を開始したとのことです。また、フィナンシャル・

アドバイザーとしてＧＣＡサヴィアン株式会社（以下「ＧＣＡサヴィアン」といいます。）を選定した上で、

マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の実現可能性の精査のための買収監査（デュー・ディリジェンス）を

実施するとともに、当社に対して同年９月８日にマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）に関する提案書を提

出いたしました。 

その後、公開買付者は、当社が設置した第三者委員会との間で、当社の企業価値向上策や本公開買付けに

おける買付価格（以下「本公開買付価格」といいます。）及び本公開買付けに係るその他の諸条件等につい

て協議・交渉を重ねました。かかる協議・交渉の結果を踏まえ、公開買付者は、本日、本公開買付けを実施

することを決定したとのことです。 

なお、公開買付者によれば、森川香氏及び森川智氏は、本公開買付け終了後も、継続して、それぞれ当社

の代表取締役社長及び取締役会長として当社の経営にあたる予定とのことですが、詳細については、今後当

社と協議しながら決定していく予定とのことです。役員構成等のガバナンス体制についても現時点で大きな

変更等は予定していないとのことです。 

 

一方、当社は、公開買付者からの本取引の提案が構造的な利益相反を伴うものであり、当社の株主の利益

を確保する必要性があることを認識し、本公開買付けについての取締役会の意見を決定するに際し、以下の

過程を経ました。 

まず、当社は、平成 23 年９月９日に取締役会を開催し、同取締役会において、(i)当社の社外監査役であ

る野下えみ氏（なお、野下氏は大阪証券取引所企業行動規範に関する規則第７条に定める独立役員に指定さ

れております。）並びに外部有識者である鈴木良和氏（弁護士）及び波光史成氏（公認会計士）から構成さ

れる第三者委員会（以下「本委員会」といいます。）を設置し、本委員会に対し、（Ａ）本取引の諸条件に関

する交渉並びにその経緯及び結果の報告、並びに（Ｂ）（a）本取引に係る手続の公正性、（b）本取引の対価

（本公開買付価格及び本公開買付け後に予定されている二段階目の取引における対価）の公正性及び妥当性、

並びに（c）本取引に関する決議（本公開買付けについて、賛同する意見を表明するとともに、当社の株主

の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することについての決議を含みます。）を当社の取締役会が行

うことの是非（当該決議を行うことが少数株主（注３）にとって不利益なものでないことに関する意見も含

みます。）についての本委員会としての意見の提出（以下「本委嘱事項」と総称します。）を委嘱すること、

（ii）本取引に関する当社の法務アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を選定すること、並びに（iii）

当社普通株式の株式価値の第三者算定機関として日比谷監査法人を選定することを決議いたしました。 

本委員会は、平成 23 年９月 16 日以降合計９回開催され、本取引が当社の企業価値に与える影響及び本取

引が当社の株主利益に与える影響等の観点から、情報収集、検討、公開買付者との間の協議・交渉等を行い

ました。 

具体的には、本委員会は、公開買付者の代表取締役社長である森川香氏及び公開買付者の財務アドバイザ

ーであるＧＣＡサヴィアンに対するインタビュー並びに当社の関係取締役に対するヒアリングを実施する

とともに、日比谷監査法人から当社普通株式の株式価値算定報告書の提出を受け、本取引に係る情報収集を

行い、それを踏まえて慎重に本取引についての検討を行い、また、本取引の諸条件について、公開買付者と

の間で真摯な協議・交渉等を行いました。 

本委員会は、これらの情報収集、検討結果、及び公開買付者との間の協議・交渉等を踏まえ、本取引に係

る手続の公正性については、平成 19 年９月４日付経済産業省「企業価値の向上及び公正な手続確保のため

の経営者による企業買収（ＭＢＯ）に関する指針」に沿って、本取引が当社の企業価値の向上に資するか否

か、公正な手続を通じた株主利益への配慮がなされているか否か等を詳細かつ慎重に検討し、本取引の対価

の公正性及び妥当性については、日比谷監査法人による当社普通株式の株式価値算定結果の合理性、本委員

会と公開買付者との間で真摯な交渉が行われたこと等を総合的に勘案し、委員全員の一致で、当社の取締役

会に対し、本取引の諸条件に関する交渉並びにその経緯及び結果に関する報告を行うとともに、（a）本取引

に係る手続は公正である旨、（b）本取引の対価（本公開買付価格及び本公開買付け後に予定されている二段

階目の取引における対価）は公正かつ妥当である旨、及び（c）本取引に関する決議（本公開買付けについ

て、賛同する意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することに

ついての決議を含みます。）を当社の取締役会が行うことは相当である旨の答申を行いました。 

加えて、本委員会は、公開買付者の代表取締役社長である森川香氏及びＧＣＡサヴィアンに対するインタ
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ビュー並びに当社の関係取締役に対するヒアリングを実施するとともに、日比谷監査法人から当社普通株式

の株式価値算定報告書の提出を受け、本取引に係る情報収集を行い、それを踏まえて慎重に本取引について

の検討を行い、また、本取引の諸条件について、公開買付者との間で真摯な協議・交渉等を行った結果、当

該答申において、当社の取締役会が、下記「（４）いわゆる二段階買収に関する事項」を含めた、当社普通

株式を非公開化するための一連の取引（本取引）に関する決議を行うことが、当社の少数株主にとって不利

益でない旨の意見を述べております。かかる意見は、本取引においては、本公開買付けの開始時点では支配

株主（大阪証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第２条第１項第

２号 g及び上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い１（２）の２において定義

されます。）に該当する者は存在しておりませんが、本公開買付けが成立した後には、公開買付者が当社の

支配株主に該当することとなることから取得しているものです。 

当社の取締役会は、かかる本委員会の答申を受け、本日、本公開買付けに関する審議を行い、公開買付者

から提案のあった事業構造の抜本的な改革及び取り組みの強化を、一般株主の皆様のリスクにおいて行うこ

とを回避しつつ実施していくことが、当社の中長期的な成長及び持続的な企業価値の向上の実現に向けて必

要不可欠であり、当社として最善の選択肢であると判断できるとともに、日比谷監査法人が作成した当社普

通株式の株式価値算定報告書及び日比谷監査法人から受けた当社の株式価値に係る内容説明、森・濱田松本

法律事務所から受けた法的助言、本委員会から提出された答申書その他の関連資料を踏まえれば、本公開買

付価格及び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り、本公開買付けは、

当社の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断し、本日開催された当社の

取締役会において、森川香氏及び森川智氏を除く全ての取締役の全員一致で、本公開買付けに賛同し、かつ、

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について決議を行いました。また、当社の

上記取締役会には、中村重登氏を除く当社の全ての監査役が出席し、その全ての監査役が、当社の取締役会

が本公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、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

ことに異議がない旨の意見を述べております。 

なお、下記「（５）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 ④利害関係のない

取締役及び監査役全員の承認」記載のとおり、当社の代表取締役社長である森川香氏は本日現在において公

開買付者の代表取締役であり、当社の取締役会長である森川智氏は本日現在において公開買付者の取締役で

あり、また、当社の監査役である中村重登氏は本日現在において、ヤマト科学の社外監査役であるため、い

ずれも本取引について利益が相反し、又は利益が相反するおそれがあることに鑑みて、上記の各氏は、当社

の取締役会における全ての本取引に関する議題の審議及び決議に参加しておらず、また、当社の立場におい

て本取引に関する公開買付者との協議・交渉には参加しておりません。 
 

（注３） 少数株主とは、支配株主（大阪証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則第２条第１項第２号 g 及び上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規

則の取扱い１（２）の２において定義されます。）以外の株主を意味します。以下、同じとします。な

お、本取引においては、本公開買付けの開始時点では支配株主に該当する者は存在しておりませんが、

本公開買付けが成立した後には、公開買付者が当社の支配株主に該当することとなります。 
 

③ 算定の基礎、経緯及び算定機関との関係 

当社は、公開買付者より、公開買付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報告書の取得

につき、以下の説明を受けております。 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するに際して、本公開買付価格の公正性を担保するため、公開買付

者及び当社から独立し、本公開買付けに関して重要な利害関係を有さず、当社の一般株主と利益が相反しな

い第三者算定機関であるＧＣＡサヴィアンに当社普通株式の株式価値の算定を依頼しました。ＧＣＡサヴィ

アンは、複数の株式価値算定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算定手法を検討

の上、当社が継続企業であるとの前提の下、市場株価法、類似取引比較法及び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。）を用いて当社普通株式の株式価値の算定を行い、公開買

付者はＧＣＡサヴィアンから平成 23 年 10 月 20 日付で当社普通株式の株式価値の算定結果に関する株式価

値算定書を取得しました。なお、公開買付者は、ＧＣＡサヴィアンから本公開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。ＧＣＡサヴィアンにより上記各手法において算定

された当社普通株式の１株当たりの株式価値はそれぞれ以下のとおりです。 

市場株価法では、最近における当社普通株式の市場取引の状況等を勘案の上、平成 23 年 10 月 19 日を基
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準日として、株式会社大阪証券取引所の開設する市場であるＪＡＳＤＡＱ市場（スタンダード）（以下「Ｊ

ＡＳＤＡＱ」といいます。）における当社普通株式の基準日の終値 385 円、直近１ヶ月間の終値の単純平均

値 390 円（小数点以下四捨五入、以下同じとします。）、直近３ヶ月間の終値の単純平均値 413 円、直近６ヶ

月間の終値の単純平均値 398 円及び直近 12 ヶ月間の終値の単純平均値 386 円を基に、普通株式１株当たり

の株式価値の範囲を 385 円から 413 円までと分析しております。 

類似取引比較法では、国内で過去に実施された発行者以外の者による株券等の公開買付け（但し、不成立

のものを除きます。）の事例において、買付価格と公開買付けの公表日の前営業日の株価（終値）、公表日の

前営業日から遡る過去１ヶ月間の終値の単純平均値、同過去３ヶ月間の終値の単純平均値、同過去６ヶ月間

の終値の単純平均値、同過去 12 ヶ月間の終値の単純平均値を比較し、その平均的なプレミアムにより、１

株当たりの株式価値の範囲を算定し、普通株式１株当たりの株式価値の範囲を 539 円から 627 円までと分析

しております。 

ＤＣＦ法では、公開買付者より提出された当社に係る事業計画を検討の上、直近までの業績の動向、一般

に公開された情報等の諸要素を考慮した当社の将来の収益予想に基づき、当社が将来生み出すと見込まれる

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いて企業価値や株式価値を分析し、普通株

式１株当たりの株式価値の範囲を 547 円から 690 円までと分析しております。 

以上より、ＧＣＡサヴィアンから公開買付者が取得した株式価値算定書においては、当社の１株当たりの

株式価値の算定結果のレンジは、平成 23 年 10 月 19 日を評価基準日として、385 円から 690 円と算定してお

ります。 

公開買付者は、ＧＣＡサヴィアンによる当社普通株式の株式価値算定の結果を参考にしつつ、当社が設置

した本委員会との協議・交渉の結果や、当社による本公開買付けへの賛同の可否及び当社株式の近年の売買

回転率や価格帯別売買状況に基づく本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、最終的に本日、

本公開買付価格を 585 円に決定いたしました。 

なお、本公開買付価格（585 円）は、本公開買付けの実施についての公表の前営業日である平成 23 年 10

月 20 日のＪＡＳＤＡＱにおける当社普通株式の終値 392 円に対して 49.23％（小数点以下第三位を四捨五入

し、以下同様に計算しております。）、平成 23 年 10 月 20 日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値 388 円

に対して 50.82％、同過去３ヶ月間の終値の単純平均値 413 円に対して 41.62％、同過去６ヶ月間の終値の

単純平均値 398 円に対して 47.15％のプレミアムをそれぞれ加えた価格となっております。 

 

一方、当社の取締役会は、公開買付者による本取引の提案を検討するにあたって、当社及び公開買付者か

ら独立した第三者算定機関である日比谷監査法人を選任し、本公開買付価格の公正性・妥当性を判断するた

めの基礎資料として、日比谷監査法人に当社普通株式の株式価値の算定を依頼しました。日比谷監査法人は、

複数の株式価値算定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算定手法を検討の上、当

社が継続企業であるとの前提の下、市場株価法及びＤＣＦ法を用いて当社普通株式の株式価値の算定を行い、

当社は日比谷監査法人から平成 23 年 10 月 20 日付で当社普通株式の株式価値の算定結果に関する株式価値

算定報告書を取得しました。なお、当社は、日比谷監査法人から本公開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。日比谷監査法人により上記各手法において算定された当社

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。 

市場株価法では、最近における当社普通株式の市場取引の状況等を勘案の上、平成 23 年 10 月 20 日を基

準日として、ＪＡＳＤＡＱにおける当社普通株式の直近１ヶ月間の出来高加重平均値 387 円（小数点以下四

捨五入、以下同じとします。）、直近３ヶ月間の出来高加重平均値 412 円及び直近６ヶ月間の出来高加重平均

値 397 円を基に、普通株式１株当たりの株式価値の範囲を 387 円から 412 円までと分析しております。 

ＤＣＦ法では、当社から提出した事業計画を検討の上、直近までの業績の動向、一般に公開化された情報

等の諸要素を考慮した当社の将来の収益予想に基づき、当社が将来生み出す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いて企業価値や株式価値を分析し、普通株式１株当たりの株

式価値の範囲を 552 円から 681 円までと分析しております。 

以上より、日比谷監査法人から当社が取得した株式価値算定報告書においては、当社の１株当たりの株式

価値の算定結果のレンジは、平成 23年 10 月 20 日を評価基準日として、市場株価法では 387 円から 412 円、

ＤＣＦ法では 552 円から 681 円と算定しております。 

 

（３）上場廃止となる見込み及びその事由 

当社普通株式は、本日現在、ＪＡＳＤＡＱ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
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て買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、当社普通株式は、ＪＡＳＤＡＱ

の有価証券上場規程に定める上場廃止基準（以下「上場廃止基準」といいます。）に従い、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では上場廃止基準に該当しない場合で

も、その後、公開買付者は、適用ある法令及び下記「（４）いわゆる二段階買収に関する事項」に記載の手

続に従って、自らが当社の発行済株式の全て（但し、当社の保有する自己株式を除きます。）を取得するこ

とを企図しておりますので、その場合にも、当社普通株式は、上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場

廃止となります。なお、当社普通株式が上場廃止となった場合は、当社普通株式をＪＡＳＤＡＱにおいて取

引することはできなくなります。 

 

（４）いわゆる二段階買収に関する事項 

当社は、公開買付者より、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）につ

き、以下の説明を受けております。 

公開買付者は、本公開買付けが成立したものの、これにより当社の発行済普通株式の全て（但し、当社の

保有する自己株式を除きます。）を取得することができなかった場合には、本公開買付けの成立後において、

以下の方法により、公開買付者が当社の発行済株式の全て（但し、当社の保有する自己株式を除きます。）

を取得するための手続を実施することを予定しています。 

具体的には、本公開買付けの成立後、当社は、①当社の定款の一部を変更して、当社において普通株式と

は別個の種類の株式を発行できるようにすることで、当社を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、

②当社の定款の一部を変更して、当社の発行する全ての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。以下同じです。）を付すこと、及び③当社の当該全部取得

条項が付された普通株式の全て（但し、当社の保有する自己株式を除きます。）を取得し、当該取得と引換

えに別個の種類の当社株式を交付すること（但し、当該別個の種類の当社株式について上場申請は行わない

予定です。）を付議議案に含む当社の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する予定

です。 

また、上記各手続の実行に際して、本臨時株主総会において上記①の付議議案に対する承認決議がなされ、

上記①に係る定款の一部変更の効力が発生しますと、当社は会社法の規定する種類株式発行会社となります

が、上記②に係る定款の一部変更の効力を生じさせるためには、会社法第 111 条第２項第１号に基づき、本

臨時株主総会の上記②の付議議案に係る決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付されることとな

る普通株式を保有する株主の皆様を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）の

決議が必要となるため、当社は、本臨時株主総会の開催日と同日に、上記②に係る定款の一部変更を付議議

案に含む本種類株主総会を開催する予定です。なお、本公開買付けが成立し、本臨時株主総会及び本種類株

主総会に上記各議案が上程された場合、公開買付者は、本臨時株主総会及び本種類株主総会において上記各

議案に賛成する予定です。 

上記各手続が実行された場合には、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項が付された上で、その

全て（但し、当社の保有する自己株式を除きます。）が当社に取得されることとなり、当社の株主（但し、

当社を除きます。）の皆様には当該取得の対価として別個の種類の当社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 条その他関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数（合計数に端数

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

当社株式の売却の結果、当該各株主の皆様に対して交付されることになる金銭の額については、本公開買付

けにおける普通株式１株当たりの買付価格に当該各株主の皆様が保有していた当社普通株式の数を乗じた

価格と同一と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普通株式の取得の対価として交

付する当社株式の種類及び数は、本日現在未定ですが、当社は、当社の保有する自己株式を除く当社の発行

済株式の全てを公開買付者が保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

た当社株式の株主の皆様に対し交付しなければならない当社株式の数が１株に満たない端数となるよう決

定する予定です。 

公開買付者は、原則として、本公開買付け後の平成 24 年２月を目処に本臨時株主総会及び本種類株主総

会が開催され、本臨時株主総会及び本種類株主総会の決議後実務上合理的に可能な範囲内で速やかに上記各

手続を完了させることを予定しております。 

上記各手続に関連する少数株主の権利保護を目的としたものと考えられる会社法上の規定として、(i)上
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記②の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

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、

(ii)上記③の全部取得条項が付された普通株式の全部取得が本臨時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います。これらの(i)又は(ii)の方法による１株当たりの買取価格

及び取得価格は、最終的には裁判所が判断することになります。 

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、公開買付者以外の当社株式

の株主の皆様の当社株式の保有状況又は関連法令についての当局の解釈等の状況などによっては、実施に時

間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。但し、上記方法を変更する場合でも、公開買

付者は、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株式の株主の皆様に対して、最終的に金

銭を交付する方法により、公開買付者が当社の発行済株式の全て（但し、当社の保有する自己株式を除きま

す。）を保有することを予定しております。この場合における当該当社株式の株主の皆様に交付する金銭の

額についても、特段の事情がない限り、本公開買付けにおける普通株式１株当たりの本公開買付価格に当該

各株主の皆様が保有していた当社普通株式の数を乗じた価格と同一と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については、公開買付者と協議のうえ、決定次第、速やかに公表いたします。 

公開買付者は、上記各手続の実行後、当社との間で、当社を吸収合併存続会社、公開買付者を吸収合併消

滅会社として吸収合併を行うことを予定しております（具体的な時期は未定であります。）。 

なお、本公開買付けは、本臨時株主総会及び本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、本公開買付け又は上記手続による金銭の受領、及び株式買取請求による買

取り等の場合の税務上の取扱いについては、株主の皆様各位において自らの責任にて税理士等の専門家にご

確認いただきますようお願いします。 

 

（５）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 

公開買付者及び当社は、本公開買付けがマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一環として行われるもの

であること等を踏まえ、構造的に存在する利益相反を回避し、かつ、可能な限り透明性の高いプロセスを通

じて一般株主の皆様の利益を保護することを目的として、本公開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における恣意性の排除、及び利益相反の回避の観点から、以下のような措置

を実施いたしました。なお、以下の記載のうち公開買付者に関連する部分は、公開買付者からの説明に基づ

いて記載しているものであります。 

 

① 独立した第三者算定機関からの株式価値算定報告書の取得 

上記「（２）意見の根拠及び理由 ③算定の基礎、経緯及び算定機関との関係」記載のとおり、当社は、

公開買付者より、公開買付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報告書の取得につき、以

下の説明を受けております。 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するに際して、本公開買付価格の公正性を担保するため、公開買付

者及び当社から独立し、本公開買付けに関して重要な利害関係を有さず、当社の一般株主と利益が相反しな

い第三者算定機関であるＧＣＡサヴィアンに当社普通株式の株式価値の算定を依頼しました。ＧＣＡサヴィ

アンは、複数の株式価値算定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算定手法を検討

の上、当社が継続企業であるとの前提の下、市場株価法、類似取引比較法及びＤＣＦ法を用いて当社普通株

式の株式価値の算定を行い、公開買付者はＧＣＡサヴィアンから平成 23 年 10 月 20 日付で当社普通株式の

株式価値の算定結果に関する株式価値算定書を取得しました。なお、公開買付者は、ＧＣＡサヴィアンから

本公開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。 

 

一方、上記「（２）意見の根拠及び理由 ③算定の基礎、経緯及び算定機関との関係」記載のとおり、当

社の取締役会は、公開買付者による本取引の提案を検討するにあたって、当社及び公開買付者から独立した

第三者算定機関である日比谷監査法人を選任し、本公開買付価格の公正性・妥当性を判断するための基礎資

料として、日比谷監査法人に当社普通株式の株式価値の算定を依頼しました。日比谷監査法人は、複数の株

式価値算定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算定手法を検討の上、当社が継続

企業であるとの前提の下、市場株価法及びＤＣＦ法を用いて当社普通株式の株式価値の算定を行い、当社は

日比谷監査法人から平成 23 年 10 月 20 日付で当社普通株式の株式価値の算定結果に関する株式価値算定報

告書を取得しました。なお、当社は、日比谷監査法人から本公開買付価格の公正性に関する意見書（フェア



 

 10

ネス・オピニオン）を取得しておりません。 

 

② 独立した法律事務所からの助言 

当社は、意思決定過程における恣意性を排除し、公正性を担保する観点から、森・濱田松本法律事務所を、

当社の本取引に関する法務アドバイザーとして選定し、同事務所からの法的助言を踏まえて、本委員会の答

申の内容、本公開買付価格その他の本公開買付けの諸条件等について慎重に検討しました。 

なお、森・濱田松本法律事務所は、法務アドバイザーですが、公開買付者との間で特に利害関係を有して

おらず、当社は、同法律事務所は本取引に関し当社の一般株主と利益は相反していないと考えております。 

 

③ 独立した第三者委員会の設置 

当社の取締役会は、意思決定の恣意性を排し、手続の公正を担保する観点から、「（２）意見の根拠及び理

由 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」記載のとおり、平

成 23 年９月９日、当社の社外監査役である野下えみ氏（なお、野下氏は大阪証券取引所企業行動規範に関

する規則第７条に定める独立役員に指定されております。）並びに外部有識者である鈴木良和氏（弁護士）

及び波光史成氏（公認会計士）から構成される本委員会を設置し、本委員会に対し、（Ａ）本取引の諸条件

に関する交渉並びにその経緯及び結果の報告、並びに（Ｂ）（a）本取引に係る手続の公正性、（b）本取引の

対価（本公開買付価格及び本公開買付け後に予定されている二段階目の取引における対価）の公正性及び妥

当性、並びに（c）本取引に関する決議（本公開買付けに賛同し、かつ、当社の株主の皆様に対し、本公開

買付けへの応募を推奨することについての決議を含みます。）を当社の取締役会が行うことの是非（当該決

議を行うことが少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見も含みます。）についての本委員会

としての意見の提出を委嘱する旨を決議いたしました。 

本委員会の各委員はいずれも、公開買付者との間で特に利害関係を有しておらず、当社は、本委員会の各

委員は本取引に関し当社の一般株主と利益は相反していないと考えております。 

本委員会は、「（２）意見の根拠及び理由 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」記載のとおり、平成 23 年９月 16 日以降合計９回開催され、本取引が当社の企業価値

に与える影響及び本取引が当社の株主利益に与える影響の観点から、情報収集、検討、公開買付者との間の

協議・交渉等を行いました。 

その後、本委員会は、日比谷監査法人から当社の普通株式の株式価値算定報告書の提出を受け、本委嘱事

項につき慎重に検討した結果、委員全員の一致で、平成 23 年 10 月 20 日付で、当社の取締役会に対し、本

取引の諸条件に関する交渉並びにその経緯及び結果に関する報告を行うとともに、（a）本取引に係る手続は

公正である旨、（b）本取引の対価（本公開買付価格及び本公開買付け後に予定されている二段階目の取引に

おける対価）は公正かつ妥当である旨、及び（c）本取引に関する決議（本公開買付けについて、賛同する

意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することについての決議

を含みます。）を当社の取締役会が行うことは相当である旨の答申を行いました。 

加えて、本委員会は、公開買付者の代表取締役社長である森川香氏及びＧＣＡサヴィアンに対するインタ

ビュー並びに当社の関係取締役に対するヒアリングを実施するとともに、日比谷監査法人から当社普通株式

の株式価値算定報告書の提出を受け、本取引に係る情報収集を行い、それを踏まえて慎重に本取引について

の検討を行い、また、本取引の諸条件について、公開買付者との間で真摯な協議・交渉等を行った結果、当

該答申において、当社の取締役会が、上記「（４）いわゆる二段階買収に関する事項」を含めた、当社普通

株式を非公開化するための一連の取引（本取引）に関する決議を行うことが、当社の少数株主にとって不利

益でない旨の意見を述べております。かかる意見は、本取引においては、本公開買付けの開始時点では支配

株主（大阪証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第２条第１項第

２号 g及び上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い１（２）の２において定義

されます。）に該当する者は存在しておりませんが、本公開買付けが成立した後には、公開買付者が当社の

支配株主に該当することとなることから取得しているものです。 

 

④ 利害関係のない取締役及び監査役全員の承認 

当社の取締役会は、日比谷監査法人が作成した当社株式価値算定報告書及び日比谷監査法人から受けた当

社の株式価値に係る内容説明、森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言、本委員会から提出された答申

書その他の関連資料等を踏まえ、本公開買付けを含む本取引に関する諸条件について慎重に協議及び検討を

行った結果、公開買付者から提案のあった事業構造の抜本的な改革及び取り組みの強化を、一般株主の皆様
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のリスクにおいて行うことを回避しつつ実施していくことが、当社の中長期的な成長及び持続的な企業価値

の向上の実現にとって必要不可欠であり、当社として最善の選択肢であると判断できるとともに、日比谷監

査法人が作成した当社普通株式の株式価値算定報告書及び日比谷監査法人から受けた当社の株式価値に係

る内容説明、森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言、本委員会から提出された答申書その他の関連資

料を踏まえれば、本公開買付価格及び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

であり、本公開買付けは、当社の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断

し、本日開催された当社の取締役会において、森川香氏及び森川智氏を除く全ての取締役の全員一致で、本

公開買付けに賛同し、かつ、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について決議

を行いました。また、当社の上記取締役会には、中村重登氏を除く当社の全ての監査役が出席し、その全て

の監査役が、当社の取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、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に異議がない旨の意見を述べております。 

なお、当社の代表取締役社長である森川香氏は本日現在において公開買付者の代表取締役であり、当社の

取締役会長である森川智氏は本日現在において公開買付者の取締役であり、また、当社の社外監査役である

中村重登氏は本日現在において、ヤマト科学の社外監査役であるため、いずれも本取引について利益が相反

し、又は利益が相反するおそれがあることに鑑みて、上記の各氏は、当社の取締役会における全ての本取引

に関する議題の審議及び決議に参加しておらず、また、当社の立場において本取引に関する公開買付者との

協議・交渉には参加しておりません。 

 

⑤ 公開買付価格の公正性を担保する客観的状況の確保 

公開買付者によれば、公開買付者は、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。）

として法令に定められた最短期間が 20 営業日であるところ、本公開買付けの公開買付期間を 30 営業日とし

ているとのことです。 

このように公開買付期間を比較的長期間に設定することにより、当社の株主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

れをもって本公開買付価格の適正性を担保することを企図しているとのことです。 

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。 

 

⑥ 買付予定の株券等の数の下限の設定 

公開買付者によれば、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数の下限（2,735,140 株、所有割合：

72.94％（小数点以下第三位を四捨五入し、以下同様に計算しております。））以上の応募があることをその

成立の条件としているとのことです。買付予定数の下限は、当社の第 68 期第１四半期報告書（平成 23 年８

月 11 日提出）に記載された平成 23 年６月 30 日現在の発行済普通株式の総数（3,750,000 株）から、①同日

現在当社が所有する自己株式数（28,991 株）、②ヤマト科学が所有する当社普通株式の数（952,000 株、所

有割合：25.39％）、③当社の第二位株主であり最高顧問である森川巽氏が所有する当社普通株式の数

（789,269 株、所有割合：21.05％）並びに④公開買付者及び当社の代表取締役社長である森川香氏が所有す

る当社普通株式の数（8,000 株、所有割合：0.21％）を控除した株式数である 1,971,740 株の過半数に相当

する株式数（985,871 株、所有割合：26.29％）に、上記のヤマト科学、森川巽氏及び森川香氏が所有する当

社普通株式の数の合計（1,749,269 株、所有割合：46.65％）を加えた株式数となるよう設定しているとのこ

とです。これにより、ヤマト科学、森川巽氏及び森川香氏以外の当社の株主の皆様の意思を尊重し、ヤマト

科学、森川巽氏及び森川香氏以外の当社の株主の皆様の保有株式数（1,971,740 株）の過半数以上の株式を

保有する株主の皆様の賛同が得られない場合には、本公開買付け及び本取引を行わないこととしているとの

ことです。 

 

（６）その他 

当社は、当社の本日付プレスリリース「平成 24 年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」記載のとお

り、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、平成 24 年３月期の配当予想を

修正し平成 24 年３月期の期末配当を行わないことを決議しております。 
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３．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 

当社は、公開買付者より、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

に関する事項につき、以下の説明を受けております。 

公開買付者は、当社の株主との間において、以下のとおり、本公開買付けへの応募に係る合意をしており

ます。 

 

（１） 本公開買付けへの応募契約（ヤマト科学） 

公開買付者は、当社普通株式 952,000 株（所有割合：25.39％）を保有するヤマト科学との間で、本日付

で公開買付応募契約（以下「本応募契約（ヤマト科学）」といいます。）を締結し、(i)金融商品取引法その

他適用ある法令に従い、本公開買付けの開始に必要な全ての手続がとられており、本公開買付けが本応募契

約（ヤマト科学）の規定に従って開始され、その後に撤回されていないこと、(ii)当社の取締役会による本

公開買付けに賛同する旨の意見表明がなされており、かつ、かかる意見表明が撤回されていないこと、(iii)

公開買付者が表明及び保証する事項（注１）並びに本応募契約（ヤマト科学）に定める公開買付者の義務（注

２）の重大な違反が存在しないこと、(iv)ヤマト科学が、当社に関して、金融商品取引法第 166 条第１項柱

書に規定される未公表の重要事実又は金融商品取引法第167条第１項柱書に規定される公開買付け等の実施

に関する未公表の事実若しくは公開買付け等の中止に関する未公表の事実（本公開買付けに関する事実を除

く。）を認識していないことを前提条件として、ヤマト科学が、その所有する当社普通株式の全部を本公開

買付けに応募することを合意しております。上記前提条件が満たされない場合であっても、ヤマト科学がそ

の裁量により本公開買付けに応募することは妨げられません（但し、上記(iv)が満たされない場合を除きま

す。）。なお、本日現在、ヤマト科学は、所有する当社普通株式 952,000 株のうち、800,000 株をみずほ銀行

に担保として提供しておりますが、本応募契約（ヤマト科学）においては、ヤマト科学が当該担保権を解除

した上でその所有する当社普通株式の全てについて本公開買付けに応募することとされております。 

 
（注１）本応募契約において、公開買付者は、(i)公開買付者の有効な設立及び存続、(ⅱ)本応募契約の締結・

履行に必要な権限及び権能並びに必要な手続の履践、(ⅲ)本応募契約の適法性、有効性及び強制執行可

能性、(ⅳ)本応募契約の締結・履行の法令等への抵触の不存在、(ⅴ)本応募契約の締結・履行に必要な

許認可等の取得・履践を表明及び保証しております。 
（注２）本応募契約において、公開買付者は、本公開買付けを実施する義務、本応募契約上の義務違反又は

表明保証違反による補償義務、及び秘密保持義務を負っております。 
 

（２） 本公開買付けへの応募契約（森川巽氏） 

公開買付者は、当社普通株式 789,269 株（所有割合：21.05％）を保有する当社の第二位株主であり最高

顧問である森川巽氏との間で、本日付で、公開買付応募契約（以下「本応募契約（森川巽氏）」といいます。）

を締結し、(i)金融商品取引法その他適用ある法令に従い、本公開買付けの開始に必要な全ての手続がとら

れており、本公開買付けが本応募契約（森川巽氏）の規定に従って開始され、その後に撤回されていないこ

と、(ii)当社の取締役会による本公開買付けに賛同する旨の意見表明がなされており、かつ、かかる意見表

明が撤回されていないこと、(iii)公開買付者が表明及び保証する事項（注１）並びに本応募契約（森川巽

氏）に定める公開買付者の義務（注２）の重大な違反が存在しないこと、(iv)森川巽氏が、当社に関して、

金融商品取引法第166条第１項柱書に規定される未公表の重要事実又は金融商品取引法第167条第１項柱書

に規定される公開買付け等の実施に関する未公表の事実若しくは公開買付け等の中止に関する未公表の事

実（本公開買付けに関する事実を除く。）を認識していないことを前提条件として、森川巽氏が、その所有

する当社普通株式の全部を本公開買付けに応募することを合意しております。上記前提条件が満たされない

場合であっても、森川巽氏がその裁量により本公開買付けに応募することは妨げられません（但し、上記(iv)

が満たされない場合を除きます。）。なお、本日現在、森川巽氏は、所有する当社普通株式 789,269 株のうち、

160,000 株をみずほ銀行に担保として提供しておりますが、本応募契約（森川巽氏）においては、森川巽氏

が当該担保権を解除した上でその所有する当社普通株式の全てについて本公開買付けに応募することとさ

れております。 

 

（注１）本応募契約において、公開買付者は、(i)公開買付者の有効な設立及び存続、(ⅱ)本応募契約の締結・

履行に必要な権限及び権能並びに必要な手続の履践、(ⅲ)本応募契約の適法性、有効性及び強制執行可

能性、(ⅳ)本応募契約の締結・履行の法令等への抵触の不存在、(ⅴ)本応募契約の締結・履行に必要な
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許認可等の取得・履践を表明及び保証しております。 
（注２）本応募契約において、公開買付者は、本公開買付けを実施する義務、本応募契約上の義務違反又は

表明保証違反による補償義務、及び秘密保持義務を負っております。 
 

（３） 本公開買付けへの応募契約（森川香氏） 

公開買付者は、当社普通株式 8,000 株（所有割合：0.21％）を保有する株主であり、かつ公開買付者及び

当社の代表取締役社長である森川香氏との間で、本日付で、公開買付応募契約（以下「本応募契約（森川香

氏）」といいます。）を締結し、(i)金融商品取引法その他適用ある法令に従い、本公開買付けの開始に必要

な全ての手続がとられており、本公開買付けが本応募契約（森川香氏）の規定に従って開始され、その後に

撤回されていないこと、(ii)当社の取締役会による本公開買付けに賛同する旨の意見表明がなされており、

かつ、かかる意見表明が撤回されていないこと、(iii)公開買付者が表明及び保証する事項（注１）並びに

本応募契約（森川香氏）に定める公開買付者の義務（注２）の重大な違反が存在しないこと、(iv)森川香氏

が、当社に関して、金融商品取引法第 166 条第１項柱書に規定される未公表の重要事実又は金融商品取引法

第167条第１項柱書に規定される公開買付け等の実施に関する未公表の事実若しくは公開買付け等の中止に

関する未公表の事実（本公開買付けに関する事実を除く。）を認識していないことを前提条件として、森川

香氏が、その所有する当社普通株式の全部を本公開買付けに応募することを合意しております。上記前提条

件が満たされない場合であっても、森川香氏がその裁量により本公開買付けに応募することは妨げられませ

ん（但し、上記(iv)が満たされない場合を除きます。）。 

 

（注１）本応募契約において、公開買付者は、(i)公開買付者の有効な設立及び存続、(ⅱ)本応募契約の締結・

履行に必要な権限及び権能並びに必要な手続の履践、(ⅲ)本応募契約の適法性、有効性及び強制執行可

能性、(ⅳ)本応募契約の締結・履行の法令等への抵触の不存在、(ⅴ)本応募契約の締結・履行に必要な

許認可等の取得・履践を表明及び保証しております。 
（注２）本応募契約において、公開買付者は、本公開買付けを実施する義務、本応募契約上の義務違反又は

表明保証違反による補償義務、及び秘密保持義務を負っております。 
 

４．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。 

 

５．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。 

 

６．公開買付者に対する質問 

該当事項はありません。 

 

７．公開買付期間の延長請求 

該当事項はありません。 

 

８．今後の見通し 

上記「２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「（３）上場廃止となる見込み及びそ

の事由」及び「（４）いわゆる二段階買収に関する事項」をご参照ください。 

 

以 上 
 

※添付資料： 

平成 23 年 10 月 21 日付「ヤマトマテリアル株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 
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平成23年10月21日 

 

各 位 

 

株式会社森川企画 

代表取締役社長 森川 香 

 

ヤマトマテリアル株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

株式会社森川企画（以下「公開買付者」といいます。）は、本日開催の取締役会において、マネジメント・バイ

アウト（ＭＢＯ）（※）の一環としてヤマトマテリアル株式会社（コード番号：7620、株式会社大阪証券取引所

の開設する市場であるＪＡＳＤＡＱ市場（スタンダード）、以下「対象者」といいます。）の普通株式に対する

公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を開始することについて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。 

 

（※）マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）とは、一般に、買収対象会社の経営陣の全部又は一部が、買収資

金の全部又は一部を出資して、事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。 

 

記 

 

１．買付け等の目的等 

（１） 本公開買付けの概要 

公開買付者は、本日現在において対象者の株式を取得及び保有することを主たる業務の内容とした株

式会社であり、対象者の代表取締役社長である森川香氏、取締役会長である森川智氏及びその親族であ

る森川嵩氏が発行済普通株式の全てを所有する森川ホールディングス株式会社が発行済普通株式の全て

を所有し、森川香氏が代表取締役社長を務めております。公開買付者は、平成 20 年 10 月１日に森川香

氏、森川智氏及び森川嵩氏の３名がその発行済普通株式の全てを所有する会社として設立され、平成23

年 10 月７日付で発行済普通株式の全てが上記３名から森川ホールディングス株式会社に譲渡されたも

のであります。森川ホールディングス株式会社は、平成 23年９月 27 日に森川香氏、森川智氏及び森川

嵩氏の３名がその発行済普通株式の全てを所有する会社として設立され、公開買付者を通じて対象者の

株式を取得及び保有することを主たる目的とする株式会社であり、森川香氏が代表取締役を務めており

ます。 

今般、公開買付者は、対象者の発行済普通株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式を除きます。）

を取得して対象者を完全子会社化して対象者普通株式を非上場化し、その後公開買付者を消滅会社とし、

対象者を存続会社とする吸収合併を行うことを目的として、公開買付け（以下「本公開買付け」といい

ます。）を実施いたします。公開買付者は、本公開買付けを、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手

法により対象者を完全子会社化する一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として行うことを

企図しております。公開買付者及び対象者の代表取締役社長である森川香氏は、対象者が置かれている

経営環境等のもとで、将来にわたって安定的かつ持続的に対象者の企業価値を向上させていくためには、

マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法が最善の手段であると判断し、今般、本公開買付けを実施

するものであります。なお、公開買付者及び対象者の代表取締役社長である森川香氏並びに公開買付者

の取締役及び対象者の取締役会長である森川智氏は、本公開買付け及び本取引後も引き続き対象者の経

営にあたる予定です。 

公開買付者は、本公開買付けにおいて、2,735,140 株（対象者が平成23年８月11日に提出した第68

期第１四半期報告書に記載された平成23年６月30日現在の発行済普通株式の総数3,750,000 株に占め
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る割合（以下「所有割合」といいます。）：72.94％（小数点以下第三位を四捨五入し、以下同様に計算し

ております。））を買付予定数の下限と設定しており、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限に満た

ない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。他方、本公開買付けは、公開買付者が対象者の

発行済普通株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得することを企図しており

ますので、買付予定数の上限は設けておらず、買付予定数の下限以上の応募があった場合は、応募株券

等の全ての買付けを行います。なお、買付予定数の下限は、対象者の発行済普通株式の総数 3,750,000

株から、①平成23年６月30日現在対象者が所有する自己株式数28,991株、②対象者の筆頭株主かつ関

連会社であり、対象者及び公開買付者の代表取締役社長である森川香氏が代表取締役会長を務め、公開

買付者の取締役及び対象者の取締役会長である森川智氏が代表取締役社長を務めるヤマト科学株式会社

（以下「ヤマト科学」といいます。）が所有する対象者普通株式の数（952,000株、所有割合：25.39％）、

③対象者の第二位株主であり最高顧問である森川巽氏が所有する対象者普通株式の数（789,269 株、所

有割合：21.05％）並びに④公開買付者及び対象者の代表取締役社長である森川香氏が所有する対象者普

通株式の数（8,000 株、所有割合：0.21％）を控除した株式数である 1,971,740 株の過半数に相当する

株式数（985,871株、所有割合：26.29％）に、上記のヤマト科学、森川巽氏及び森川香氏が所有する対

象者普通株式の数の合計（1,749,269株、所有割合：46.65％）を加えた株式数となるよう設定したもの

であります。これにより、ヤマト科学、森川巽氏及び森川香氏以外の対象者の株主の皆様の意思を尊重

し、ヤマト科学、森川巽氏及び森川香氏以外の対象者の株主の皆様の保有株式数（1,971,740 株）の過

半数以上の株式を保有する株主の皆様の賛同が得られない場合には、本公開買付け及び本取引を行わな

いこととしております。 

さらには、本公開買付けが成立したものの、これにより公開買付者が対象者の発行済普通株式の全て

（但し、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、公開買付者は、本公開

買付けの成立を条件として、対象者による下記「（４）いわゆる二段階買収に関する事項」記載の一連の

手続を経て、対象者の発行済普通株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得し、

対象者を公開買付者の完全子会社とする予定です。また、当該完全子会社化後、公開買付者は、公開買

付者を消滅会社とし、対象者を存続会社とする吸収合併を行うことを予定しております。 

公開買付者は、ヤマト科学（所有株式数952,000株、所有割合25.39％）、対象者の第二位株主であり

最高顧問である森川巽氏（所有株式数 789,269 株、所有割合 21.05％）並びに公開買付者及び対象者の

代表取締役社長である森川香氏（所有株式数8,000株、所有割合0.21％）（以下総称して「本応募株主」

といいます。）との間で、それぞれ平成23年 10月 21日付で公開買付応募契約を締結し（以下総称して

「本応募契約」といいます。）、(ⅰ)金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。

以下「法」といいます。）その他適用ある法令に従い、本公開買付けの開始に必要な全ての手続がとられ

ており、本公開買付けが本応募契約の規定に従って開始され、その後に撤回されていないこと、(ⅱ)対

象者の取締役会による本公開買付けに賛同する旨の意見表明がなされており、かつ、かかる意見表明が

撤回されていないこと、(ⅲ)公開買付者が表明及び保証する事項（注１）並びに本応募契約に定める公

開買付者の義務（注２）の重大な違反が存在しないこと、(ⅳ)本応募株主が、対象者に関して、法第166

条第１項柱書に規定される未公表の重要事実又は法第 167 条第１項柱書に規定される公開買付け等の実

施に関する未公表の事実若しくは公開買付け等の中止に関する未公表の事実（本公開買付けに関する事

実を除く。）を認識していないことを前提条件として、本応募株主が、その所有する対象者普通株式の全

部を本公開買付けに応募することを合意しております。上記前提条件が満たされない場合であっても、

本応募株主がその裁量により本公開買付けに応募することは妨げられません（但し、上記(ⅳ)が満たさ

れない場合を除きます。）。 

なお、本日現在、ヤマト科学は、所有する対象者普通株式 952,000 株のうち、800,000 株を株式会社

みずほ銀行（以下「みずほ銀行」といいます。）に担保として提供しておりますが、本応募契約において

は、ヤマト科学が当該担保権を解除した上でその所有する対象者普通株式の全てについて本公開買付け

に応募することとされております。また、本日現在、森川巽氏は、所有する対象者普通株式 789,269 株

のうち、160,000 株をみずほ銀行に担保として提供しておりますが、本応募契約においては、森川巽氏
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が当該担保権を解除した上でその所有する対象者普通株式の全てについて本公開買付けに応募すること

とされております。なお、森川香氏は、本公開買付けへの応募による対象者普通株式の売却代金

（4,680,000 円）の税引後手取額を公開買付者の完全親会社である森川ホールディングス株式会社に追

加出資することを予定しており、また、森川智氏及び森川嵩氏も、森川香氏、森川智氏及び森川嵩氏の

森川ホールディングス株式会社への出資割合がかかる追加出資前と同一割合（森川香氏30％、森川智氏

30％、森川嵩氏40％）になるように、同じく森川ホールディングス株式会社に追加出資することを予定

しております。さらに、森川ホールディングス株式会社は、森川香氏、森川智氏及び森川嵩氏より払込

みを受けたかかる追加出資金額について、その合計金額から登録免許税等の必要経費を除いた金額を、

公開買付者に追加出資することを予定しております。 

また、公開買付者は、対象者との間で、対象者の従業員１名が公開買付者の従業員としての業務を兼務

することに関して、平成 23 年７月 19 日付で兼務社員取扱契約書を締結しております。同契約上、契約

期間は平成23年７月20日から平成24年７月31日であり、当該従業員は対象者の従業員としての身分

を継続するとされております。なお、対象者によれば、当該従業員は、対象者における本取引に関する

検討には一切関与していないとのことです。 

さらに、公開買付者は、本公開買付けの決済のために使用することができる資金として、本公開買付

けの成立等を条件として、みずほ銀行から 2,427,000 千円を上限とした融資（以下「本買収ローン」と

いいます。）を受けることを予定しております。公開買付者は、本買収ローンの担保として、本公開買付

けにより取得する対象者の普通株式等の公開買付者の保有する一定の資産及び森川ホールディングス株

式会社の保有する公開買付者株式に担保権を設定する予定です。 

対象者の平成23年 10月 21日付「公開買付けの賛同意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ」（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、公開買付者からの本取引の

提案が構造的な利益相反を伴うものであり、対象者の株主の利益を確保する必要性があることを認識し、

本公開買付けについての取締役会の意見を決定するに際し、以下の過程を経たとのことです。 

まず、対象者は、平成 23 年９月９日に取締役会を開催し、同取締役会において、(i)対象者の社外監

査役である野下えみ氏（なお、野下氏は大阪証券取引所企業行動規範に関する規則第７条に定める独立

役員に指定されております。）並びに外部有識者である鈴木良和氏（弁護士）及び波光史成氏（公認会計

士）から構成される第三者委員会（以下「本委員会」といいます。）を設置し、本委員会に対し、（Ａ）

本取引の諸条件に関する交渉並びにその経緯及び結果の報告、並びに（Ｂ）（ａ）本取引に係る手続の公

正性、（b）本取引の対価（本公開買付けにおける買付価格（以下「本公開買付価格」といいます。）及び

本公開買付け後に予定されている二段階目の取引における対価）の公正性及び妥当性、並びに（ｃ）本

取引に関する決議（本公開買付けについて、賛同する意見を表明するとともに、対象者の株主に対し、

本公開買付けへの応募を推奨することについての決議を含みます。）を対象者の取締役会が行うことの是

非（当該決議を行うことが少数株主（注３）にとって不利益なものでないことに関する意見も含みます。）

についての本委員会としての意見の提出（以下「本委嘱事項」と総称します。）を委嘱すること、（ii）

本取引に関する対象者の法務アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を選定すること、並びに（iii）

対象者普通株式の株式価値の第三者算定機関として日比谷監査法人を選定することを決議したとのこと

です。 

対象者プレスリリースによれば、本委員会は、平成 23 年９月 16 日以降合計９回開催され、本取引が

対象者の企業価値に与える影響及び本取引が対象者の株主利益に与える影響等の観点から、情報収集、

検討、公開買付者との間の協議・交渉等を行ったとのことです。 

具体的には、本委員会は、公開買付者の代表取締役社長である森川香氏及び公開買付者の財務アドバ

イザーであるＧＣＡサヴィアン株式会社（以下「ＧＣＡサヴィアン」といいます。）に対するインタビュ

ー並びに対象者の関係取締役に対するヒアリングを実施するとともに、日比谷監査法人から平成 23 年

10 月 20 日付で対象者普通株式の株式価値の算定結果に関する株式価値算定報告書（以下「対象者普通

株式の株式価値算定報告書」といいます。）の提出を受け、本取引に係る情報収集を行い、それを踏まえ

て慎重に本取引についての検討を行い、また、本取引の諸条件について、公開買付者との間で真摯な協
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議・交渉等を行ったとのことです。 

また、本委員会は、これらの情報収集、検討結果、及び公開買付者との間の協議・交渉等を踏まえ、

本取引に係る手続の公正性については、平成19年９月４日付経済産業省「企業価値の向上及び公正な手

続確保のための経営者による企業買収（ＭＢＯ）に関する指針」に沿って、本取引が対象者の企業価値

の向上に資するか否か、公正な手続を通じた株主利益への配慮がなされているか否か等を詳細かつ慎重

に検討し、本取引の対価の公正性及び妥当性については、日比谷監査法人による対象者普通株式の株式

価値算定結果の合理性、本委員会と公開買付者との間で真摯な交渉が行われたこと等を総合的に勘案し、

委員全員の一致で、対象者の取締役会に対し、本取引の諸条件に関する交渉並びにその経緯及び結果に

関する報告を行うとともに、（a）本取引に係る手続は公正である旨、（b）本取引の対価（本公開買付価

格及び本公開買付け後に予定されている二段階目の取引における対価）は公正かつ妥当である旨、及び

（c）本取引に関する決議（本公開買付けについて、賛同する意見を表明するとともに、対象者の株主の

皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することについての決議を含みます。）を対象者の取締役会が

行うことは相当である旨の答申を行ったとのことです。 

加えて、本委員会は、公開買付者の代表取締役社長である森川香氏及びＧＣＡサヴィアンに対するイ

ンタビュー並びに対象者の関係取締役に対するヒアリングを実施するとともに、日比谷監査法人から対

象者普通株式の株式価値算定報告書の提出を受け、本取引に係る情報収集を行い、それを踏まえて慎重

に本取引についての検討を行い、また、本取引の諸条件について、公開買付者との間で真摯な協議・交

渉等を行った結果、当該答申において、対象者の取締役会が、下記「（４）いわゆる二段階買収に関する

事項」を含めた、対象者普通株式を非公開化するための一連の取引（本取引）に関する決議を行うこと

が、対象者の少数株主にとって不利益でない旨の意見を述べているとのことです。かかる意見は、本取

引においては、本公開買付けの開始時点では支配株主（大阪証券取引所の定める上場有価証券の発行者

の会社情報の適時開示等に関する規則第２条第１項第２号ｇ及び上場有価証券の発行者の会社情報の適

時開示等に関する規則の取扱い１（２）の２において定義されます。）に該当する者は存在しておりませ

んが、本公開買付けが成立した後には、公開買付者が対象者の支配株主に該当することとなることから

取得しているとのことです。 

対象者の取締役会は、かかる本委員会の答申を受け、平成23年10月21日、本公開買付けに関する審

議を行い、公開買付者から提案を行った事業構造の抜本的な改革及び取り組みの強化を、対象者の一般

株主のリスクにおいて行うことを回避しつつ実施していくことが、対象者の中長期的な成長及び持続的

な企業価値の向上の実現に向けて必要不可欠であり、対象者として最善の選択肢であると判断できると

ともに、日比谷監査法人が作成した対象者普通株式の株式価値算定報告書及び日比谷監査法人から受け

た対象者の株式価値に係る内容説明、森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言、本委員会から提出

された答申書その他の関連資料を踏まえれば、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件

は対象者の株主にとって妥当であり、本公開買付けは、対象者の株主に対して合理的な株式売却の機会

を提供するものであると判断し、平成23年10月21日に開催された対象者の取締役会において、森川香

氏及び森川智氏を除く全ての取締役の全員一致で、本公開買付けに賛同し、かつ、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について決議を行ったとのことです。また、対象者の上記取締

役会には、中村重登氏を除く対象者の全ての監査役が出席し、その全ての監査役が、対象者の取締役会

が本公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、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

ことに異議がない旨の意見を述べているとのことです。 

なお、下記「（３）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、本公

開買付けの公正性を担保するための措置 ④ 利害関係のない取締役及び監査役全員の承認」記載のと

おり、対象者の代表取締役社長である森川香氏は本日現在において公開買付者の代表取締役社長であり、

対象者の取締役会長である森川智氏は本日現在において公開買付者の取締役であり、また、対象者の監

査役である中村重登氏は本日現在において、ヤマト科学の社外監査役であるため、いずれも本取引につ

いて利益が相反し、又は利益が相反するおそれがあることに鑑みて、上記の各氏は、対象者の取締役会

における全ての本取引に関する議題の審議及び決議に参加しておらず、また、対象者の立場において本
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取引に関する公開買付者との協議・交渉には参加しておりません。 

 

（注１） 本応募契約において、公開買付者は、(i)公開買付者の有効な設立及び存続、(ⅱ)本応募契約

の締結・履行に必要な権限及び権能並びに必要な手続の履践、(ⅲ)本応募契約の適法性、有

効性及び強制執行可能性、(ⅳ)本応募契約の締結・履行の法令等への抵触の不存在、(ⅴ)本

応募契約の締結・履行に必要な許認可等の取得・履践を表明及び保証しております。 

（注２） 本応募契約において、公開買付者は、本公開買付けを実施する義務、本応募契約上の義務違

反又は表明保証違反による補償義務、及び秘密保持義務を負っております。 

（注３） 少数株主とは、支配株主（大阪証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則第２条第１項第２号ｇ及び上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則の取扱い１（２）の２において定義されます。）以外の株主を意味します。以

下、同じとします。なお、本取引においては、本公開買付けの開始時点では支配株主に該当

する者は存在しておりませんが、本公開買付けが成立した後には、公開買付者が対象者の支

配株主に該当することとなります。 

  

（２） 本公開買付けの実施を決定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 

対象者は、昭和23年に酒類用びん・食品用びん・食品容器・薬品用びんを主な取扱品として、ヤマト

硝子株式会社として創業いたしました。昭和38年にはオリジナル企画商品の卓上醤油差しの販売を開始

し、続いてプラスチック食品密閉容器等、独自開発商品の企画販売を開始いたしました。 

その後、昭和45年にはガラスびんの回収、洗瓶を目的として秋田工場を建設するなどして事業を拡大

し、調味料容器につきましては、硝子からプラスチック化への市場ニーズをいち早く掴み、同年に１リ

ットル塩ビ容器、その後 1.8 リットル取手付塩ビ容器の企画販売を行い、今日の取扱い調味料容器の中

心となっている各種ＰＥＴボトル販売へと繋がってきております。 

更に、事業の複線化を目指して、昭和57年からはエレクトロニクス分野に進出し、新たな取扱い素材

を獲得し、着実に商品範囲を広げてまいりました。近年においても、対象者が取り組んでいる水関連事

業において、ＨＯＤ市場（Ｈｏｍｅ ＆ Ｏｆｆｉｃｅ Ｄｅｌｉｖｅｒｙ市場）向けに、容器本体である

オリジナルガロンボトルを中心として、ボトル・キャップやウォーターサーバーなど関連商材を含むト

ータル展開を積極的に推進するなどの更なる発展を目指す取り組みも行っております。 

平成18年には、対象者の事業領域がガラスびんのみならず、プラスチックなどの様々な商品を取り扱

っていることなどから、“素材”をキーワードに事業内容と商号との一致を図り、より大きな可能性を目

指して発展する企業「ヤマトマテリアル株式会社」へ商号変更しております。さらに、対象者は、第２

次中期経営計画として、安定した収益を持続的に確保できる体制の強化に向けた３ヵ年の取り組みを進

めているところです。また、対象者は、「マテリアルイノベーション」として、マーケットの革新、商材

の革新、組織・人材の革新を継続して推し進め、持続的な成長の実現を目指すとともに、次世代へ繋ぐ

体制の構築と利益成長体質の強化にも取り組んでいるところです。 

しかしながら、人口減少等を背景とした国内消費の低迷に伴うガラス容器類市場の伸び悩みや、本年

３月に発生した東日本大震災の影響など、外部環境の不透明感が高まる中、業界の厳しさも増してきて

おり、対象者を取り巻く経営環境は一層厳しさを増すものと見込まれます。また、対象者の事業展開は

部門によっては東日本が中心となっており、現在十分に経営資源が投入できていない地域や領域があり

ます。一方で、日本を除くアジア地域全体でみれば少子高齢化が進む日本とは異なり、非常に多くの人

口を抱え、今後も経済成長の継続が見込まれ、所得水準が急速に上昇することで富裕層も増加していま

す。加えて、対象者の取引先が海外展開を積極化させており、対象者も取引先から共に海外進出を求め

られるといった状況にあります。 

このような状況において、対象者が目指すマーケットの革新においては、国内外の成長が期待できる

エリアにポイントを絞り新たな拠点開設も視野に入れ、営業・商品供給体制を構築していく必要があり

ます。また、商材の革新においては、対象者のファブレスメーカーとしての機能をさらに推進すること
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に加え、商材強化のための金型投資等を積極化し、既存分野にとらわれない非食品分野の更なる強化、

新規分野への参入も目指す必要があります。こうした経営環境のもと、公開買付者は、対象者の長年に

渡る競争優位を引き続き維持し、中長期的に安定的かつ持続的に対象者の企業価値を向上させていくた

めには、更なる経営資源の選択と集中を図りながら、中長期的視点に立った従来の延長線上にない抜本

的な構造改革を実施することが必要不可欠であると考えております。具体的には、これまで以上に積極

的かつ機動的に、これまでに蓄積したノウハウを活かし魅力的なエリアに事業領域を拡大させ、また、

商材開発のための投資を行い、今後の事業展開を支える機動的な組織再編を可能とし、また創業以来の

伝統を継承し経営に携われる人材の育成・戦力化などが急務であると考えるに至りました。 

もっとも、森川香氏は、対象者が上場を維持したまま、かかる構造改革を積極的かつ急速に展開した

場合には、短期的であるにせよ、利益水準の低下やキャッシュ・フローの悪化などを伴うリスクがあり、

対象者の一般株主の皆様に対して多大なる影響を与えてしまう可能性も否定できないと考えています。

なお、対象者は、平成11年に日本証券業協会に株式を店頭登録し、エクイティ・ファイナンスによる資

本市場からの資金調達、知名度の向上による優れた人材の確保、取引先に対する社会的な信用力の向上

等、上場企業として様々なメリットを享受してまいりました。しかしながら、対象者には、現在の財務

状況等から、当面はエクイティ・ファイナンスの活用による大規模な資金調達の必要性は見込まれず、

他方で、資本市場に対する規制強化により、株式の上場を維持するために必要なコスト（金融商品取引

法上の有価証券報告書等の継続的な情報開示に要する費用や監査費用等）は、今後、益々増大すること

が見込まれることから、今後も継続して株式の上場を維持することの意義について再検討を迫られる状

況にありました。このような中、対象者及び公開買付者の代表取締役社長である森川香氏は、対象者が

今後も上場を維持することによるメリット、デメリットを勘案しつつ、対象者の株主の皆様にマイナス

のリスクが及ぶことを回避し、短期的な業績に左右されることなく対象者が中長期的に成長し、持続的

な企業価値向上を実現するためには、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法により、公開買付者

が対象者の発行済普通株式の全てを取得して非上場化し、短期的な業績変動に左右されずに機動的かつ

柔軟な意思決定を可能とする経営体制を構築した上で、対象者の経営陣及び従業員が一丸となって対象

者の事業構造の改革及び取り組みの強化を積極的に行うことが最善の手段であると考えるに至り、かね

てより様々な資本政策の可能性を検討しておりましたが、平成23年７月頃より、本取引についての具体

的な検討を開始いたしました。また、フィナンシャル・アドバイザーとしてＧＣＡサヴィアンを選定し

た上で、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の実現可能性の精査のための買収監査（デュー・ディリ

ジェンス）を実施するとともに、対象者に対して同年９月８日にマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）

に関する提案書を提出いたしました。 

 その後、公開買付者は、対象者が設置した本委員会との間で、対象者の企業価値向上策や本公開買付

価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件等について協議・交渉を重ねました。かかる協議・交渉の

結果を踏まえ、公開買付者は、平成23年10月21日、本公開買付けを実施することを決定いたしました。 

なお、森川香氏及び森川智氏は、本公開買付け終了後も、継続して、それぞれ対象者の代表取締役社

長及び取締役会長として対象者の経営にあたる予定ですが、詳細については、今後対象者と協議しなが

ら決定していく予定です。役員構成等のガバナンス体制についても現時点で大きな変更等は予定してお

りません。 

 

（３） 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、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、本公開買付けがマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一環として行われ

るものであること等を踏まえ、構造的に存在する利益相反を回避し、かつ、可能な限り透明性の高いプ

ロセスを通じて一般株主の皆様の利益を保護することを目的として、本公開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における恣意性の排除、及び利益相反の回避の観点から、

以下のような措置を実施いたしました。なお、以下の記載のうち対象者に関連する部分は、対象者から

の説明及び対象者プレスリリースの記載に基づいて記載しているものであります。 
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① 独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するに際して、本公開買付価格の公正性を担保するため、公開

買付者及び対象者から独立し、本公開買付けに関して重要な利害関係を有さず、対象者の一般株主と利

益が相反しない第三者算定機関であるＧＣＡサヴィアンに対象者普通株式の株式価値の算定を依頼しま

した。ＧＣＡサヴィアンは、複数の株式価値算定手法の中から対象者普通株式の株式価値算定にあたり

採用すべき算定手法を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提の下、市場株価法、類似取引比較法

及び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。）を用いて対象者普通

株式の株式価値の算定を行い、公開買付者はＧＣＡサヴィアンから平成23年10月20日付で対象者普通

株式の株式価値の算定結果に関する株式価値算定書を取得しました。なお、公開買付者は、ＧＣＡサヴ

ィアンから本公開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。

ＧＣＡサヴィアンにより上記各手法において算定された対象者普通株式の１株当たりの株式価値はそれ

ぞれ以下のとおりです。 

市場株価法では、最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上、平成23年10月19日

を基準日として、株式会社大阪証券取引所の開設する市場であるＪＡＳＤＡＱ市場（スタンダード）（以

下「ＪＡＳＤＡＱ」といいます。）における対象者普通株式の基準日の終値385円、直近１ヶ月間の終値

の単純平均値390円（小数点以下四捨五入、以下同じとします。）、直近３ヶ月間の終値の単純平均値413

円、直近６ヶ月間の終値の単純平均値398円及び直近12ヶ月間の終値の単純平均値386円を基に、普通

株式１株当たりの株式価値の範囲を385円から413円までと分析しております。 

類似取引比較法では、国内で過去に実施された発行者以外の者による株券等の公開買付け（但し、不

成立のものを除きます。）の事例において、買付価格と公開買付けの公表日の前営業日の株価（終値）、

公表日の前営業日から遡る過去１ヶ月間の終値の単純平均値、同過去３ヶ月間の終値の単純平均値、同

過去６ヶ月間の終値の単純平均値、同過去12ヶ月間の終値の単純平均値を比較し、その平均的なプレミ

アムにより、１株当たりの株式価値の範囲を算定し、普通株式１株当たりの株式価値の範囲を 539 円か

ら627円までと分析しております。 

ＤＣＦ法では、公開買付者より提出された対象者に係る事業計画を検討の上、直近までの業績の動向、

一般に公開された情報等の諸要素を考慮した対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が将来生み出す

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いて企業価値や株式価値

を分析し、普通株式１株当たりの株式価値の範囲を547円から690円までと分析しております。 

以上より、ＧＣＡサヴィアンから公開買付者が取得した株式価値算定書においては、対象者の１株当

たりの株式価値の算定結果のレンジは、平成23年10月19日を評価基準日として、385円から690円と

算定しております。 

公開買付者は、ＧＣＡサヴィアンによる対象者普通株式の株式価値算定の結果を参考にしつつ、対象

者が設置した本委員会との協議・交渉の結果や、対象者による本公開買付けへの賛同の可否及び対象者

株式の近年の売買回転率や価格帯別売買状況に基づく本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に

勘案し、最終的に平成23年10月21日に本公開買付価格を585円に決定いたしました。 

なお、本公開買付価格（585円）は、本公開買付けの実施についての公表の前営業日である平成23年

10月20日のＪＡＳＤＡＱにおける対象者普通株式の終値392円に対して49.23％（小数点以下第三位を

四捨五入し、以下同様に計算しております。）、平成23年10月20日までの過去１ヶ月間の終値の単純平

均値388円に対して50.82％、同過去３ヶ月間の終値の単純平均値413円に対して41.62％、同過去６ヶ

月間の終値の単純平均値398円に対して47.15％のプレミアムをそれぞれ加えた価格となっております。 

一方、対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、公開買付者による本取引の提案を検討

するにあたって、対象者及び公開買付者から独立した第三者算定機関である日比谷監査法人を選任し、

本公開買付価格の公正性・妥当性を判断するための基礎資料として、日比谷監査法人に対象者普通株式

の株式価値の算定を依頼したとのことです。対象者プレスリリースによれば、日比谷監査法人は、複数

の株式価値算定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算定手法を検討の上、
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対象者が継続企業であるとの前提の下、市場株価法及びＤＣＦ法を用いて対象者普通株式の株式価値の

算定を行い、対象者は日比谷監査法人から対象者普通株式の株式価値算定報告書を取得したとのことで

す。なお、対象者プレスリリースによれば、対象者は、日比谷監査法人から本公開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。 

対象者普通株式の株式価値算定報告書における、日比谷監査法人により各手法において算定された対

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。 

市場株価法では、最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上、平成23年10月20日

を基準日として、ＪＡＳＤＡＱにおける対象者普通株式の直近１ヶ月間の出来高加重平均値 387 円（小

数点以下四捨五入、以下同じとします。）、直近３ヶ月間の出来高加重平均値 412 円及び直近６ヶ月間の

出来高加重平均値397円を基に、普通株式１株当たりの株式価値の範囲を387円から412円までと分析

しているとのことです。 

ＤＣＦ法では、公開買付者より提出された対象者に係る事業計画を検討の上、直近までの業績の動向、

一般に公開化された情報等の諸要素を考慮した対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が将来生み出

す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いて企業価値や株式価

値を分析し、普通株式１株当たりの株式価値の範囲を552 円から 681 円までと分析しているとのことで

す。 

以上より、日比谷監査法人から対象者が取得した対象者普通株式の株式価値算定報告書においては、

対象者の１株当たりの株式価値の算定結果のレンジは、平成23年10月20日を評価基準日として、市場

株価法では387円から412円、ＤＣＦ法では552円から681円と算定しているとのことです。 

 

② 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

る恣意性を排除し、公正性を担保する観点から、森・濱田松本法律事務所を対象者の本取引に関する法

務アドバイザーとして選定し、同事務所からの法的助言を踏まえて、本委員会の答申の内容、本公開買

付価格その他の本公開買付けの諸条件等について慎重に検討したとのことです。 

なお、森・濱田松本法律事務所は、対象者の法務アドバイザーですが、公開買付者との間で特に利害

関係を有しておらず、対象者は、同法律事務所は本取引に関し対象者の一般株主と利益は相反していな

いと考えているとのことです。 

 

③ 独立した第三者委員会の設置 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、公開買付者からの本取引の提案が構造的な利

益相反を伴うものであり、対象者の株主の利益を確保する必要性があることを認識し、本公開買付けに

ついての取締役会の意見を決定するに際し、以下の過程を経たとのことです。 

まず、対象者は、平成 23 年９月９日に取締役会を開催し、同取締役会において、(i)対象者の社外監

査役である野下えみ氏（なお、野下氏は大阪証券取引所企業行動規範に関する規則第７条に定める独立

役員に指定されております。）並びに外部有識者である鈴木良和氏（弁護士）及び波光史成氏（公認会計

士）から構成される本委員会を設置し、本委員会に対し、（Ａ）本取引の諸条件に関する交渉並びにその

経緯及び結果の報告、並びに（Ｂ）（ａ）本取引に係る手続の公正性、（b）本取引の対価（本公開買付価

格及び本公開買付け後に予定されている二段階目の取引における対価）の公正性及び妥当性、並びに（ｃ）

本取引に関する決議（本公開買付けについて、賛同する意見を表明するとともに、対象者の株主に対し、

本公開買付けへの応募を推奨することについての決議を含みます。）を対象者の取締役会が行うことの是

非（当該決議を行うことが少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見も含みます。）につい

ての本委員会としての意見の提出（本委嘱事項）を委嘱すること、（ii）本取引に関する対象者の法務ア

ドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を選定すること、並びに（iii）対象者普通株式の株式価値の

第三者算定機関として日比谷監査法人を選定することを決議したとのことです。 

対象者プレスリリースによれば、本委員会は、平成 23 年９月 16 日以降合計９回開催され、本取引が
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対象者の企業価値に与える影響及び本取引が対象者の株主利益に与える影響等の観点から、情報収集、

検討、公開買付者との間の協議・交渉等を行ったとのことです。 

具体的には、本委員会は、公開買付者の代表取締役社長である森川香氏及び公開買付者の財務アドバ

イザーであるＧＣＡサヴィアンに対するインタビュー並びに対象者の関係取締役に対するヒアリングを

実施するとともに、日比谷監査法人から対象者普通株式の株式価値算定報告書の提出を受け、本取引に

係る情報収集を行い、それを踏まえて慎重に本取引についての検討を行い、また、本取引の諸条件につ

いて、公開買付者との間で真摯な協議・交渉等を行ったとのことです。 

また、本委員会は、これらの情報収集、検討結果、及び公開買付者との間の協議・交渉等を踏まえ、

本取引に係る手続の公正性については、平成19年９月４日付経済産業省「企業価値の向上及び公正な手

続確保のための経営者による企業買収（ＭＢＯ）に関する指針」に沿って、本取引が対象者の企業価値

の向上に資するか否か、公正な手続を通じた株主利益への配慮がなされているか否か等を詳細かつ慎重

に検討し、本取引の対価の公正性及び妥当性については、日比谷監査法人による対象者普通株式の株式

価値算定結果の合理性、本委員会と公開買付者との間で真摯な交渉が行われたこと等を総合的に勘案し、

委員全員の一致で、対象者の取締役会に対し、本取引の諸条件に関する交渉並びにその経緯及び結果に

関する報告を行うとともに、（a）本取引に係る手続は公正である旨、（b）本取引の対価（本公開買付価

格及び本公開買付け後に予定されている二段階目の取引における対価）は公正かつ妥当である旨、及び

（c）本取引に関する決議（本公開買付けについて、賛同する意見を表明するとともに、対象者の株主の

皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することについての決議を含みます。）を対象者の取締役会が

行うことは相当である旨の答申を行ったとのことです。 

加えて、本委員会は、公開買付者の代表取締役社長である森川香氏及びＧＣＡサヴィアンに対するイ

ンタビュー並びに対象者の関係取締役に対するヒアリングを実施するとともに、日比谷監査法人から対

象者普通株式の株式価値算定報告書の提出を受け、本取引に係る情報収集を行い、それを踏まえて慎重

に本取引についての検討を行い、また、本取引の諸条件について、公開買付者との間で真摯な協議・交

渉等を行った結果、当該答申において、対象者の取締役会が、下記「（４）いわゆる二段階買収に関する

事項」を含めた、対象者普通株式を非公開化するための一連の取引（本取引）に関する決議を行うこと

が、対象者の少数株主にとって不利益でない旨の意見を述べているとのことです。かかる意見は、本取

引においては、本公開買付けの開始時点では支配株主（大阪証券取引所の定める上場有価証券の発行者

の会社情報の適時開示等に関する規則第２条第１項第２号ｇ及び上場有価証券の発行者の会社情報の適

時開示等に関する規則の取扱い１（２）の２において定義されます。）に該当する者は存在しておりませ

んが、本公開買付けが成立した後には、公開買付者が対象者の支配株主に該当することとなることから

取得しているとのことです。 

 

④ 利害関係の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、日比谷監査法人が作成した対象者普通株式の

株式価値算定報告書及び日比谷監査法人から受けた対象者の株式価値に係る内容説明、森・濱田松本法

律事務所から受けた法的助言、本委員会から提出された答申書その他の関連資料等を踏まえ、本公開買

付けを含む本取引に関する諸条件について慎重に協議及び検討を行った結果、公開買付者から提案のあ

った事業構造の抜本的な改革及び取り組みの強化を、一般株主の皆様のリスクにおいて行うことを回避

しつつ実施していくことが、対象者の中長期的な成長及び持続的な企業価値の向上の実現にとって必要

不可欠であり、対象者として最善の選択肢であると判断できるとともに、日比谷監査法人が作成した対

象者普通株式の株式価値算定報告書及び日比谷監査法人から受けた対象者の株式価値に係る内容説明、

森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言、本委員会から提出された答申書その他の関連資料を踏ま

えれば、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当で

あり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると

判断し、平成23年10月21日に開催された対象者の取締役会において、森川香氏及び森川智氏を除く全

ての取締役の全員一致で、本公開買付けに賛同し、かつ、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへ
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の応募を推奨することについて決議を行ったとのことです。また、対象者の上記取締役会には、中村重

登氏を除く対象者の全ての監査役が出席し、その全ての監査役が、対象者の取締役会が本公開買付けに

賛同の意見を表明し、かつ、対象者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に異議

がない旨の意見を述べたとのことです。 

 

なお、対象者の代表取締役社長である森川香氏は本日現在において公開買付者の代表取締役社長であ

り、対象者の取締役会長である森川智氏は本日現在において公開買付者の取締役であり、また、対象者

の社外監査役である中村重登氏は本日現在において、ヤマト科学の社外監査役であるため、いずれも本

取引について利益が相反し、又は利益が相反するおそれがあることに鑑みて、上記の各氏は、対象者の

取締役会における全ての本取引に関する議題の審議及び決議に参加しておらず、また、対象者の立場に

おいて本取引に関する公開買付者との協議・交渉には参加していないとのことです。 

 

⑤ 公開買付価格の公正性を担保する客観的状況の確保 

公開買付者は、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。）として法令に定め

られた最短期間が20営業日であるところ、本公開買付けの公開買付期間を30営業日としております。 

このように公開買付期間を比較的長期間に設定することにより、対象者の株主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、これをもって本公開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。 

 

⑥ 買付予定の株券等の数の下限の設定 

公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数の下限（2,735,140株、所有割合：72.94％（小数点

以下第三位を四捨五入し、以下同様に計算しております。））以上の応募があることをその成立の条件と

しております。買付予定数の下限は、対象者の第68期第１四半期報告書（平成23年８月11日提出）に

記載された平成 23 年６月 30 日現在の発行済普通株式の総数（3,750,000 株）から、①同日現在対象者

が所有する自己株式数（28,991株）、②ヤマト科学が所有する対象者普通株式の数（952,000株、所有割

合：25.39％）、③対象者の第二位株主であり最高顧問である森川巽氏が所有する対象者普通株式の数

（789,269株、所有割合：21.05％）並びに④公開買付者及び対象者の代表取締役社長である森川香氏が

所有する対象者普通株式の数（8,000 株、所有割合：0.21％）を控除した株式数である 1,971,740 株の

過半数に相当する株式数（985,871株、所有割合：26.29％）に、上記のヤマト科学、森川巽氏及び森川

香氏が所有する対象者普通株式の数の合計（1,749,269株、所有割合：46.65％）を加えた株式数となる

よう設定しております。これにより、ヤマト科学、森川巽氏及び森川香氏以外の対象者の株主の皆様の

意思を尊重し、ヤマト科学、森川巽氏及び森川香氏以外の対象者の株主の皆様の保有株式数（1,971,740

株）の過半数以上の株式を保有する株主の皆様の賛同が得られない場合には、本公開買付け及び本取引

を行わないこととしております。 

 

（４） いわゆる二段階買収に関する事項 

公開買付者は、本公開買付けが成立したものの、これにより対象者の発行済普通株式の全て（但し、

対象者の保有する自己株式を除きます。）を取得することができなかった場合には、本公開買付けの成立

後において、以下の方法により、公開買付者が対象者の発行済株式の全て（但し、対象者の保有する自

己株式を除きます。）を取得するための手続を実施することを予定しています。 

具体的には、本公開買付けの成立後、対象者は、①対象者の定款の一部を変更して、対象者において

普通株式とは別個の種類の株式を発行できるようにすることで、対象者を会社法の規定する種類株式発
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行会社とすること、②対象者の定款の一部を変更して、対象者の発行する全ての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。以下同じです。）を付すこ

と、及び③対象者の当該全部取得条項が付された普通株式の全て（但し、対象者の保有する自己株式を

除きます。）を取得し、当該取得と引換えに別個の種類の対象者株式を交付すること（但し、当該別個の

種類の対象者株式について上場申請は行わない予定です。）を付議議案に含む対象者の臨時株主総会（以

下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する予定です。 

また、上記各手続の実行に際して、本臨時株主総会において上記①の付議議案に対する承認決議がな

され、上記①に係る定款の一部変更の効力が発生しますと、対象者は会社法の規定する種類株式発行会

社となりますが、上記②に係る定款の一部変更の効力を生じさせるためには、会社法第 111 条第２項第

１号に基づき、本臨時株主総会の上記②の付議議案に係る決議に加えて、株式の内容として全部取得条

項が付されることとなる普通株式を保有する株主の皆様を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株

主総会」といいます。）の決議が必要となるため、対象者は、本臨時株主総会の開催日と同日に、上記②

に係る定款の一部変更を付議議案に含む本種類株主総会を開催する予定です。なお、本公開買付けが成

立し、本臨時株主総会及び本種類株主総会に上記各議案が上程された場合、公開買付者は、本臨時株主

総会及び本種類株主総会において上記各議案に賛成する予定です。 

上記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に全部取得条項が付された上で、

その全て（但し、対象者の保有する自己株式を除きます。）が対象者に取得されることとなり、対象者の

株主（但し、対象者を除きます。）の皆様には当該取得の対価として別個の種類の対象者株式が交付され

ることになりますが、対象者の株主の皆様のうち交付されるべき当該別個の種類の対象者株式の数が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 条その他関係法令の定める手続に従い、

当該端数の合計数（合計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株式の売却の結果、当該各株主の皆様に対して交付さ

れることになる金銭の額については、本公開買付けにおける普通株式１株当たりの買付価格に当該各株

主の皆様が保有していた対象者普通株式の数を乗じた価格と同一と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普通株式の取得の対価として交付する対象者株式の種類及び数は、本日現在未

定ですが、対象者は、対象者の保有する自己株式を除く対象者の発行済株式の全てを公開買付者が保有

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株式の株主の皆様に

対し交付しなければならない対象者株式の数が１株に満たない端数となるよう決定する予定です。 

公開買付者は、原則として、本公開買付け後の平成24年２月を目処に本臨時株主総会及び本種類株主

総会が開催され、本臨時株主総会及び本種類株主総会の決議後実務上合理的に可能な範囲内で速やかに

上記各手続を完了させることを予定しております。 

上記各手続に関連する少数株主の権利保護を目的としたものと考えられる会社法上の規定として、(i)

上記②の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、(ⅱ)上記③の全部取得条項が付された普通株式の全部取得が本臨時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います。これらの(i)又は(ⅱ)の方法によ

る１株当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断することになります。 

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、公開買付者以外の対象

者株式の株主の皆様の対象者株式の保有状況又は関連法令についての当局の解釈等の状況などによって

は、実施に時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。但し、上記方法を変更する

場合でも、公開買付者は、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株式の株主の皆

様に対して、最終的に金銭を交付する方法により、公開買付者が対象者の発行済株式の全て（但し、対

象者の保有する自己株式を除きます。）を保有することを予定しております。この場合における当該対象

者株式の株主の皆様に交付する金銭の額についても、特段の事情がない限り、本公開買付けにおける普
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通株式１株当たりの本公開買付価格に当該各株主の皆様が保有していた対象者普通株式の数を乗じた価

格と同一と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については、対象者と協議

のうえ、決定次第、速やかに公表いたします。 

公開買付者は、上記各手続の実行後、対象者との間で、対象者を吸収合併存続会社、公開買付者を吸

収合併消滅会社として吸収合併を行うことを予定しております（具体的な時期は未定であります。）。 

なお、本公開買付けは、本臨時株主総会及び本種類株主総会における対象者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、本公開買付け又は上記手続による金銭の受領、及び株式買取請

求による買取り等の場合の税務上の取扱いについては、株主の皆様各位において自らの責任にて税理士

等の専門家にご確認いただきますようお願いします。 

 

（５） 上場廃止となる見込み及びその事由 

対象者普通株式は、本日現在、ＪＡＳＤＡＱに上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付け

において買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者普通株式は、

ＪＡＳＤＡＱの有価証券上場規程に定める上場廃止基準（以下「上場廃止基準」といいます。）に従い、

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では上場廃止基準

に該当しない場合でも、その後、公開買付者は、適用ある法令及び上記「（４）いわゆる二段階買収に関

する事項」に記載の手続に従って、自らが対象者の発行済株式の全て（但し、対象者の保有する自己株

式を除きます。）を取得することを企図しておりますので、その場合にも、対象者普通株式は、上場廃止

基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、対象者普通株式が上場廃止となった場合は、

対象者普通株式をＪＡＳＤＡＱにおいて取引することはできなくなります。 

 

（６） 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 

公開買付者は、対象者の株主との間において、以下のとおり、本公開買付けへの応募に係る合意をし

ております。 

 

① 本公開買付けへの応募契約（ヤマト科学） 

公開買付者は、対象者普通株式952,000株（所有割合：25.39％）を保有するヤマト科学との間で、平

成23年 10月 21 日付で公開買付応募契約（以下「本応募契約（ヤマト科学）」といいます。）を締結し、

(i)法その他適用ある法令に従い、本公開買付けの開始に必要な全ての手続がとられており、本公開買付

けが本応募契約（ヤマト科学）の規定に従って開始され、その後に撤回されていないこと、(ⅱ)対象者

の取締役会による本公開買付けに賛同する旨の意見表明がなされており、かつ、かかる意見表明が撤回

されていないこと、(ⅲ)公開買付者が表明及び保証する事項（注１）並びに本応募契約（ヤマト科学）

に定める公開買付者の義務（注２）の重大な違反が存在しないこと、(ⅳ)ヤマト科学が、対象者に関し

て、法第 166 条第１項柱書に規定される未公表の重要事実又は法第167 条第１項柱書に規定される公開

買付け等の実施に関する未公表の事実若しくは公開買付け等の中止に関する未公表の事実（本公開買付

けに関する事実を除く。）を認識していないことを前提条件として、ヤマト科学が、その所有する対象者

普通株式の全部を本公開買付けに応募することを合意しております。上記前提条件が満たされない場合

であっても、ヤマト科学がその裁量により本公開買付けに応募することは妨げられません（但し、上記

(ⅳ)が満たされない場合を除きます。）。なお、本日現在、ヤマト科学は、所有する対象者普通株式952,000

株のうち、800,000 株をみずほ銀行に担保として提供しておりますが、本応募契約（ヤマト科学）にお

いては、ヤマト科学が当該担保権を解除した上でその所有する対象者普通株式の全てについて本公開買

付けに応募することとされております。 

 

（注１） 本応募契約において、公開買付者は、(i)公開買付者の有効な設立及び存続、(ⅱ)本応募契約

の締結・履行に必要な権限及び権能並びに必要な手続の履践、(ⅲ)本応募契約の適法性、有

効性及び強制執行可能性、(ⅳ)本応募契約の締結・履行の法令等への抵触の不存在、(ⅴ)本
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応募契約の締結・履行に必要な許認可等の取得・履践を表明及び保証しております。 

（注２） 本応募契約において、公開買付者は、本公開買付けを実施する義務、本応募契約上の義務違

反又は表明保証違反による補償義務、及び秘密保持義務を負っております。 

 

② 本公開買付けへの応募契約（森川巽氏） 

公開買付者は、対象者普通株式789,269株（所有割合：21.05％）を保有する対象者の第二位株主であ

り最高顧問である森川巽氏との間で、平成23年10月21日付で、公開買付応募契約（以下「本応募契約

（森川巽氏）」といいます。）を締結し、(i)法その他適用ある法令に従い、本公開買付けの開始に必要な

全ての手続がとられており、本公開買付けが本応募契約（森川巽氏）の規定に従って開始され、その後

に撤回されていないこと、(ⅱ)対象者の取締役会による本公開買付けに賛同する旨の意見表明がなされ

ており、かつ、かかる意見表明が撤回されていないこと、(ⅲ)公開買付者が表明及び保証する事項（注

１）並びに本応募契約（森川巽氏）に定める公開買付者の義務（注２）の重大な違反が存在しないこと、

(ⅳ)森川巽氏が、対象者に関して、法第 166 条第１項柱書に規定される未公表の重要事実又は法第 167

条第１項柱書に規定される公開買付け等の実施に関する未公表の事実若しくは公開買付け等の中止に関

する未公表の事実（本公開買付けに関する事実を除く。）を認識していないことを前提条件として、森川

巽氏が、その所有する対象者普通株式の全部を本公開買付けに応募することを合意しております。上記

前提条件が満たされない場合であっても、森川巽氏がその裁量により本公開買付けに応募することは妨

げられません（但し、上記(ⅳ)が満たされない場合を除きます。）。なお、本日現在、森川巽氏は、所有

する対象者普通株式 789,269 株のうち、160,000 株をみずほ銀行に担保として提供しておりますが、本

応募契約（森川巽氏）においては、森川巽氏が当該担保権を解除した上でその所有する対象者普通株式

の全てについて本公開買付けに応募することとされております。 

 

（注１） 本応募契約において、公開買付者は、(i)公開買付者の有効な設立及び存続、(ⅱ)本応募契約

の締結・履行に必要な権限及び権能並びに必要な手続の履践、(ⅲ)本応募契約の適法性、有

効性及び強制執行可能性、(ⅳ)本応募契約の締結・履行の法令等への抵触の不存在、(ⅴ)本

応募契約の締結・履行に必要な許認可等の取得・履践を表明及び保証しております。 

（注２） 本応募契約において、公開買付者は、本公開買付けを実施する義務、本応募契約上の義務違

反又は表明保証違反による補償義務、及び秘密保持義務を負っております。 

 

③ 本公開買付けへの応募契約（森川香氏） 

公開買付者は、対象者普通株式 8,000 株（所有割合：0.21％）を保有する株主であり、かつ公開買付

者及び対象者の代表取締役社長である森川香氏との間で、平成23年10月21日付で、公開買付応募契約

（以下「本応募契約（森川香氏）」といいます。）を締結し、(i)法その他適用ある法令に従い、本公開買

付けの開始に必要な全ての手続がとられており、本公開買付けが本応募契約（森川香氏）の規定に従っ

て開始され、その後に撤回されていないこと、(ⅱ)対象者の取締役会による本公開買付けに賛同する旨

の意見表明がなされており、かつ、かかる意見表明が撤回されていないこと、(ⅲ)公開買付者が表明及

び保証する事項（注１）並びに本応募契約（森川香氏）に定める公開買付者の義務（注２）の重大な違

反が存在しないこと、(ⅳ)森川香氏が、対象者に関して、法第 166 条第１項柱書に規定される未公表の

重要事実又は法第 167 条第１項柱書に規定される公開買付け等の実施に関する未公表の事実若しくは公

開買付け等の中止に関する未公表の事実（本公開買付けに関する事実を除く。）を認識していないことを

前提条件として、森川香氏が、その所有する対象者普通株式の全部を本公開買付けに応募することを合

意しております。上記前提条件が満たされない場合であっても、森川香氏がその裁量により本公開買付

けに応募することは妨げられません（但し、上記(ⅳ)が満たされない場合を除きます。）。 

 

（注１） 本応募契約において、公開買付者は、(i)公開買付者の有効な設立及び存続、(ⅱ)本応募契約

の締結・履行に必要な権限及び権能並びに必要な手続の履践、(ⅲ)本応募契約の適法性、有
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効性及び強制執行可能性、(ⅳ)本応募契約の締結・履行の法令等への抵触の不存在、(ⅴ)本

応募契約の締結・履行に必要な許認可等の取得・履践を表明及び保証しております。 

（注２） 本応募契約において、公開買付者は、本公開買付けを実施する義務、本応募契約上の義務違

反又は表明保証違反による補償義務、及び秘密保持義務を負っております。 
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２．買付け等の概要 

（１） 対象者の概要 

 

① 名 称 ヤマトマテリアル株式会社 

② 所 在 地 東京都中央区日本橋本町二丁目１番６号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 森川 香 

④ 事 業 内 容 包装容器の製造・販売、エレクトロニクス関連商品の販売 

⑤ 資 本 金 334,430千円 

⑥ 設 立 年 月 日 昭和23年12月14日 

ヤマト科学株式会社 25.38 %

森川 巽 21.04 %

ヤマトマテリアル取引先持株会 8.77 %

株式会社みずほ銀行 

（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） 
4.53 %

中野 義雄 3.41 %

ヤマトマテリアル従業員持株会 1.93 %

武田 弘二 1.60 %

大山 睆司 1.33 %

青木 良夫 0.93 %

⑦ 

大株主及び持株比率 

（平成 23 年３月 31

日現在） 

藤樫 勇気 0.88 %

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係

公開買付者の代表取締役社長である森川香氏は、対象者の代

表取締役社長を兼務しております。また、公開買付者の取締

役である森川智氏は、対象者の取締役会長を兼務しておりま

す。また、対象者の従業員1名が、公開買付者の従業員とし

ての業務を兼務しております。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

⑧ 
公開買付者と対象者

の関係 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当事項はありません。 

 

（２） 日程等 

① 日程 

取 締 役 会 決 議 平成23年10月21日（金曜日） 

公 開 買 付 開 始 公 告 日 平成23年10月24日（月曜日） 

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24日（月曜日） 

 

② 届出当初の買付け等の期間 

 平成23年10月24日(月曜日)から平成23年12月６日(火曜日)まで（30営業日） 

 

③ 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 

 該当事項はありません。 

 

（３） 買付け等の価格 
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 普通株式１株につき金585円 

 

（４） 買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するに際して、本公開買付価格の公正性を担保するため、公開

買付者及び対象者から独立し、本公開買付けに関して重要な利害関係を有さず、対象者の一般株主と利

益が相反しない第三者算定機関であるＧＣＡサヴィアンに対象者普通株式の株式価値の算定を依頼しま

した。ＧＣＡサヴィアンは、複数の株式価値算定手法の中から対象者普通株式の株式価値算定にあたり

採用すべき算定手法を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提の下、市場株価法、類似取引比較法

及びＤＣＦ法を用いて対象者普通株式の株式価値の算定を行い、公開買付者はＧＣＡサヴィアンから平

成23年 10月 20 日付で対象者普通株式の株式価値の算定結果に関する株式価値算定書を取得しました。

なお、公開買付者は、ＧＣＡサヴィアンから本公開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。ＧＣＡサヴィアンにより上記各手法において算定された対象者普通

株式の１株当たりの株式価値はそれぞれ以下のとおりです。 

市場株価法では、最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上、平成23年10月19日

を基準日として、ＪＡＳＤＡＱにおける対象者普通株式の基準日の終値 385 円、直近１ヶ月間の終値の

単純平均値 390 円（小数点以下四捨五入、以下同じとします。）、直近３ヶ月間の終値の単純平均値 413

円、直近６ヶ月間の終値の単純平均値398円及び直近12ヶ月間の終値の単純平均値386円を基に、普通

株式１株当たりの株式価値の範囲を385円から413円までと分析しております。 

類似取引比較法では、国内で過去に実施された発行者以外の者による株券等の公開買付け（但し、不成

立のものを除きます。）の事例において、買付価格と公開買付けの公表日の前営業日の株価（終値）、公

表日の前営業日から遡る過去１ヶ月間の終値の単純平均値、同過去３ヶ月間の終値の単純平均値、同過

去６ヶ月間の終値の単純平均値、同過去12ヶ月間の終値の単純平均値を比較し、その平均的なプレミア

ムにより、１株当たりの株式価値の範囲を算定し、普通株式１株当たりの株式価値の範囲を 539 円から

627円までと分析しております。 

ＤＣＦ法では、公開買付者より提出された対象者に係る事業計画を検討の上、直近までの業績の動向、

一般に公開された情報等の諸要素を考慮した対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が将来生み出す

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いて企業価値や株式価値

を分析し、普通株式１株当たりの株式価値の範囲を547円から690円までと分析しております。 

以上より、ＧＣＡサヴィアンから公開買付者が取得した株式価値算定書においては、対象者の１株当た

りの株式価値の算定結果のレンジは、平成23年10月19日を評価基準日として、385円から690円と算

定しております。 

公開買付者は、ＧＣＡサヴィアンによる対象者普通株式の株式価値算定の結果を参考にしつつ、対象

者が設置した本委員会との協議・交渉の結果や、対象者による本公開買付けへの賛同の可否及び対象者

株式の近年の売買回転率や価格帯別売買状況に基づく本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に

勘案し、最終的に平成23年10月21日に本公開買付価格を585円に決定いたしました。 

なお、本公開買付価格（585円）は、本公開買付けの実施についての公表の前営業日である平成23年

10月20日のＪＡＳＤＡＱにおける対象者普通株式の終値392円に対して49.23％（小数点以下第三位を

四捨五入し、以下同様に計算しております。）、平成23年10月20日までの過去１ヶ月間の終値の単純平

均値388円に対して50.82％、同過去３ヶ月間の終値の単純平均値413円に対して41.62％、同過去６ヶ

月間の終値の単純平均値398円に対して47.15％のプレミアムをそれぞれ加えた価格となっております。 

 

② 算定の経緯 

（買付価格の決定に至る経緯） 

人口減少等を背景とした国内消費の低迷に伴うガラス容器類市場の伸び悩みや、本年３月に発生した

東日本大震災の影響など、外部環境の不透明感が高まる中、業界の厳しさも増してきており、対象者を



 

 

 

- 17 -

取り巻く経営環境は一層厳しさを増すものと見込まれます。また、対象者の事業展開は部門によっては

東日本が中心となっており、現在十分に経営資源が投入できていない地域や領域があります。一方で、

日本を除くアジア地域全体でみれば少子高齢化が進む日本とは異なり、非常に多くの人口を抱え、今後

も経済成長の継続が見込まれ、所得水準が急速に上昇することで富裕層も増加しています。加えて、対

象者の取引先が海外展開を積極化させており、対象者も取引先から共に海外進出を求められるといった

状況にあります。 

このような状況において、対象者が目指すマーケットの革新においては、国内外の成長が期待できる

エリアにポイントを絞り新たな拠点開設も視野に入れ、営業・商品供給体制を構築していく必要があり

ます。また、商材の革新においては、対象者のファブレスメーカーとしての機能をさらに推進すること

に加え、商材強化のための金型投資等を積極化し、既存分野にとらわれない非食品分野の更なる強化、

新規分野への参入も目指す必要があります。こうした経営環境のもと、公開買付者は、対象者の長年に

渡る競争優位を引き続き維持し、中長期的に安定的かつ持続的に対象者の企業価値を向上させていくた

めには、更なる経営資源の選択と集中を図りながら、中長期的視点に立った従来の延長線上にない抜本

的な構造改革を実施することが必要不可欠であると考えております。具体的には、これまで以上に積極

的かつ機動的に、これまでに蓄積したノウハウを活かし魅力的なエリアに事業領域を拡大させ、また、

商材開発のための投資を行い、今後の事業展開を支える機動的な組織再編を可能とし、また創業以来の

伝統を継承し経営に携われる人材の育成・戦力化などが急務であると考えるに至りました。 

もっとも、森川香氏は、対象者が上場を維持したまま、かかる構造改革を積極的かつ急速に展開した

場合には、短期的であるにせよ、利益水準の低下やキャッシュ・フローの悪化などを伴うリスクがあり、

対象者の一般株主の皆様に対して多大なる影響を与えてしまう可能性も否定できないと考えています。

なお、対象者は、平成11年に日本証券業協会に株式を店頭登録し、エクイティ・ファイナンスによる資

本市場からの資金調達、知名度の向上による優れた人材の確保、取引先に対する社会的な信用力の向上

等、上場企業として様々なメリットを享受してまいりました。しかしながら、対象者には、現在の財務

状況等から、当面はエクイティ・ファイナンスの活用による大規模な資金調達の必要性は見込まれず、

他方で、資本市場に対する規制強化により、株式の上場を維持するために必要なコスト（金融商品取引

法上の有価証券報告書等の継続的な情報開示に要する費用や監査費用等）は、今後、益々増大すること

が見込まれることから、今後も継続して株式の上場を維持することの意義について再検討を迫られる状

況にありました。このような中、対象者及び公開買付者の代表取締役社長である森川香氏は、対象者が

今後も上場を維持することによるメリット、デメリットを勘案しつつ、対象者の株主の皆様にマイナス

のリスクが及ぶことを回避し、短期的な業績に左右されることなく対象者が中長期的に成長し、持続的

な企業価値向上を実現するためには、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法により、公開買付者

が対象者の発行済普通株式の全てを取得して非上場化し、短期的な業績変動に左右されずに機動的かつ

柔軟な意思決定を可能とする経営体制を構築した上で、対象者の経営陣及び従業員が一丸となって対象

者の事業構造の改革及び取り組みの強化を積極的に行うことが最善の手段であると考えるに至り、かね

てより様々な資本政策の可能性を検討しておりましたが、平成23年７月頃より、本取引についての具体

的な検討を開始いたしました。また、フィナンシャル・アドバイザーとしてＧＣＡサヴィアンを選定し

た上で、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の実現可能性の精査のための買収監査（デュー・ディリ

ジェンス）を実施するとともに、対象者に対して同年９月８日にマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）

に関する提案書を提出いたしました。 

その後、公開買付者は、対象者が設置した本委員会との間で、対象者の企業価値向上策や本公開買付

価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件等について協議・交渉を重ねました。かかる協議・交渉の

結果を踏まえ、公開買付者は、平成23年10月21日、本公開買付けを実施することを決定いたしました。 

公開買付者は、ＧＣＡサヴィアンによる対象者普通株式の株式価値算定の結果を参考にしつつ、対象

者が設置した本委員会との協議・交渉の結果や、対象者による本公開買付けへの賛同の可否及び対象者

株式の近年の売買回転率や価格帯別売買状況に基づく本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に

勘案し、最終的に平成23年10月21日に本公開買付価格を585円に決定いたしました。 

 

（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、本公開買付けの公正性

を担保するための措置） 
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公開買付者及び対象者は、本公開買付けがマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一環として行われ

るものであること等を踏まえ、構造的に存在する利益相反を回避し、かつ、可能な限り透明性の高いプ

ロセスを通じて一般株主の皆様の利益を保護することを目的として、本公開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における恣意性の排除、及び利益相反の回避の観点から、

以下のような措置を実施いたしました。なお、以下の記載のうち対象者に関連する部分は、対象者から

の説明及び対象者プレスリリースの記載に基づいて記載しているものであります。 

 

（i） 独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するに際して、本公開買付価格の公正性を担保するため、公開

買付者及び対象者から独立し、本公開買付けに関して重要な利害関係を有さず、対象者の一般株主と利

益が相反しない第三者算定機関であるＧＣＡサヴィアンに対象者普通株式の株式価値の算定を依頼しま

した。ＧＣＡサヴィアンは、複数の株式価値算定手法の中から対象者普通株式の株式価値算定にあたり

採用すべき算定手法を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提の下、市場株価法、類似取引比較法

及びＤＣＦ法を用いて対象者普通株式の株式価値の算定を行い、公開買付者はＧＣＡサヴィアンから平

成23年10月20日付で対象者普通株式の株式価値の算定結果に関する株式価値算定書を取得しました。な

お、公開買付者は、ＧＣＡサヴィアンから本公開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。ＧＣＡサヴィアンにより上記各手法において算定された対象者普通株

式の１株当たりの株式価値はそれぞれ以下のとおりです。 

市場株価法では、最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上、平成23年10月19日を

基準日として、ＪＡＳＤＡＱにおける対象者普通株式の基準日の終値385円、直近１ヶ月間の終値の単純

平均値390円（小数点以下四捨五入、以下同じとします。）、直近３ヶ月間の終値の単純平均値413円、直

近６ヶ月間の終値の単純平均値398円及び直近12ヶ月間の終値の単純平均値386円を基に、普通株式１株

当たりの株式価値の範囲を385円から413円までと分析しております。 

類似取引比較法では、国内で過去に実施された発行者以外の者による株券等の公開買付け（但し、不

成立のものを除きます。）の事例において、買付価格と公開買付けの公表日の前営業日の株価（終値）、

公表日の前営業日から遡る過去１ヶ月間の終値の単純平均値、同過去３ヶ月間の終値の単純平均値、同

過去６ヶ月間の終値の単純平均値、同過去12ヶ月間の終値の単純平均値を比較し、その平均的なプレミ

アムにより、１株当たりの株式価値の範囲を算定し、普通株式１株当たりの株式価値の範囲を539円から

627円までと分析しております。 

ＤＣＦ法では、公開買付者より提出された対象者に係る事業計画を検討の上、直近までの業績の動向、

一般に公開された情報等の諸要素を考慮した対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が将来生み出す

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いて企業価値や株式価値

を分析し、普通株式１株当たりの株式価値の範囲を547円から690円までと分析しております。 

以上より、ＧＣＡサヴィアンから公開買付者が取得した株式価値算定書においては、対象者の１株当た

りの株式価値の算定結果のレンジは、平成23年10月19日を評価基準日として、385円から690円と算定し

ております。 

公開買付者は、ＧＣＡサヴィアンによる対象者普通株式の株式価値算定の結果を参考にしつつ、対象

者が設置した本委員会との協議・交渉の結果や、対象者による本公開買付けへの賛同の可否及び対象者

株式の近年の売買回転率や価格帯別売買状況に基づく本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に

勘案し、最終的に平成23年10月21日に本公開買付価格を585円に決定いたしました。 

なお、本公開買付価格（585円）は、本公開買付けの実施についての公表の前営業日である平成23年10

月20日のＪＡＳＤＡＱにおける対象者普通株式の終値392円に対して49.23％（小数点以下第三位を四捨

五入し、以下同様に計算しております。）、平成23年10月20日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値388

円に対して50.82％、同過去３ヶ月間の終値の単純平均値413円に対して41.62％、同過去６ヶ月間の終値

の単純平均値398円に対して47.15％のプレミアムをそれぞれ加えた価格となっております。 

一方、対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、公開買付者による本取引の提案を検討

するにあたって、対象者及び公開買付者から独立した第三者算定機関である日比谷監査法人を選任し、

本公開買付価格の公正性・妥当性を判断するための基礎資料として、日比谷監査法人に対象者普通株式

の株式価値の算定を依頼したとのことです。対象者プレスリリースによれば、日比谷監査法人は、複数
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の株式価値算定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算定手法を検討の上、

対象者が継続企業であるとの前提の下、市場株価法及びＤＣＦ法を用いて対象者普通株式の株式価値の

算定を行い、対象者は日比谷監査法人から対象者普通株式の株式価値算定報告書を取得したとのことで

す。なお、対象者プレスリリースによれば、対象者は、日比谷監査法人から本公開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。 

対象者普通株式の株式価値算定報告書における、日比谷監査法人により各手法において算定された対

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。 

市場株価法では、最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上、平成23年10月20日を

基準日として、ＪＡＳＤＡＱにおける対象者普通株式の直近１ヶ月間の出来高加重平均値387円（小数点

以下四捨五入、以下同じとします。）、直近３ヶ月間の出来高加重平均値412円及び直近６ヶ月間の出来高

加重平均値397円を基に、普通株式１株当たりの株式価値の範囲を387円から412円までと分析していると

のことです。 

ＤＣＦ法では、公開買付者より提出された対象者に係る事業計画を検討の上、直近までの業績の動向、

一般に公開化された情報等の諸要素を考慮した対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が将来生み出

す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いて企業価値や株式価

値を分析し、普通株式１株当たりの株式価値の範囲を552円から681円までと分析しているとのことです。 

以上より、日比谷監査法人から対象者が取得した対象者普通株式の株式価値算定報告書においては、対

象者の１株当たりの株式価値の算定結果のレンジは、平成23年10月20日を評価基準日として、市場株価

法では387円から412円、ＤＣＦ法では552円から681円と算定しているとのことです。 

 

（ii） 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

る恣意性を排除し、公正性を担保する観点から、森・濱田松本法律事務所を対象者の本取引に関する法

務アドバイザーとして選定し、同事務所からの法的助言を踏まえて、本委員会の答申の内容、本公開買

付価格その他の本公開買付けの諸条件等について慎重に検討したとのことです。 

なお、森・濱田松本法律事務所は、対象者の法務アドバイザーですが、公開買付者との間で特に利害

関係を有しておらず、対象者は、同法律事務所は本取引に関し対象者の一般株主と利益は相反していな

いと考えているとのことです。 

 

（iii） 独立した第三者委員会の設置 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、公開買付者からの本取引の提案が構造的な利

益相反を伴うものであり、対象者の株主の利益を確保する必要性があることを認識し、本公開買付けに     

ついての取締役会の意見を決定するに際し、以下の過程を経たとのことです。 

まず、対象者は、平成23年９月９日に取締役会を開催し、同取締役会において、(i)対象者の社外監査

役である野下えみ氏（なお、野下氏は大阪証券取引所企業行動規範に関する規則第７条に定める独立役

員に指定されております。）並びに外部有識者である鈴木良和氏（弁護士）及び波光史成氏（公認会計士）

から構成される本委員会を設置し、本委員会に対し、（Ａ）本取引の諸条件に関する交渉並びにその経緯

及び結果の報告、並びに（Ｂ）（ａ）本取引に係る手続の公正性、（b）本取引の対価（本公開買付価格及

び本公開買付け後に予定されている二段階目の取引における対価）の公正性及び妥当性、並びに（ｃ）

本取引に関する決議（本公開買付けについて、賛同する意見を表明するとともに、対象者の株主に対し、

本公開買付けへの応募を推奨することについての決議を含みます。）を対象者の取締役会が行うことの是

非（当該決議を行うことが少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見も含みます。）につい

ての本委員会としての意見の提出（本委嘱事項）を委嘱すること、（ii）本取引に関する対象者の法務ア

ドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を選定すること、並びに（iii）対象者普通株式の株式価値の

第三者算定機関として日比谷監査法人を選定することを決議したとのことです。 

対象者プレスリリースによれば、本委員会は、平成23年９月16日以降合計９回開催され、本取引が対

象者の企業価値に与える影響及び本取引が対象者の株主利益に与える影響等の観点から、情報収集、検

討、公開買付者との間の協議・交渉等を行ったとのことです。 

具体的には、本委員会は、公開買付者の代表取締役社長である森川香氏及び公開買付者の財務アドバ
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イザーであるＧＣＡサヴィアンに対するインタビュー並びに対象者の関係取締役に対するヒアリングを

実施するとともに、日比谷監査法人から対象者普通株式の株式価値算定報告書の提出を受け、本取引に

係る情報収集を行い、それを踏まえて慎重に本取引についての検討を行い、また、本取引の諸条件につ

いて、公開買付者との間で真摯な協議・交渉等を行ったとのことです。 

また、本委員会は、これらの情報収集、検討結果、及び公開買付者との間の協議・交渉等を踏まえ、

本取引に係る手続の公正性については、平成19年９月４日付経済産業省「企業価値の向上及び公正な手

続確保のための経営者による企業買収（ＭＢＯ）に関する指針」に沿って、本取引が対象者の企業価値

の向上に資するか否か、公正な手続を通じた株主利益への配慮がなされているか否か等を詳細かつ慎重

に検討し、本取引の対価の公正性及び妥当性については、日比谷監査法人による対象者普通株式の株式

価値算定結果の合理性、本委員会と公開買付者との間で真摯な交渉が行われたこと等を総合的に勘案し、

委員全員の一致で、対象者の取締役会に対し、本取引の諸条件に関する交渉並びにその経緯及び結果に

関する報告を行うとともに、（a）本取引に係る手続は公正である旨、（b）本取引の対価（本公開買付価

格及び本公開買付け後に予定されている二段階目の取引における対価）は公正かつ妥当である旨、及び

（c）本取引に関する決議（本公開買付けについて、賛同する意見を表明するとともに、対象者の株主の

皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することについての決議を含みます。）を対象者の取締役会が

行うことは相当である旨の答申を行ったとのことです。 

加えて、本委員会は、公開買付者の代表取締役社長である森川香氏及びＧＣＡサヴィアンに対するイ

ンタビュー並びに対象者の関係取締役に対するヒアリングを実施するとともに、日比谷監査法人から対

象者普通株式の株式価値算定報告書の提出を受け、本取引に係る情報収集を行い、それを踏まえて慎重

に本取引についての検討を行い、また、本取引の諸条件について、公開買付者との間で真摯な協議・交

渉等を行った結果、当該答申において、対象者の取締役会が、対象者普通株式を非公開化するための一

連の取引（本取引）に関する決議を行うことが、対象者の少数株主にとって不利益でない旨の意見を述

べているとのことです。かかる意見は、本取引においては、本公開買付けの開始時点では支配株主（大

阪証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第２条第１項第２号

ｇ及び上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い１（２）の２において定義

されます。）に該当する者は存在しておりませんが、本公開買付けが成立した後には、公開買付者が対象

者の支配株主に該当することとなることから取得しているとのことです。 

 

（iv） 利害関係の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、日比谷監査法人が作成した対象者普通株式の

株式価値算定報告書及び日比谷監査法人から受けた対象者の株式価値に係る内容説明、森・濱田松本法

律事務所から受けた法的助言、本委員会から提出された答申書その他の関連資料等を踏まえ、本公開買

付けを含む本取引に関する諸条件について慎重に協議及び検討を行った結果、公開買付者から提案のあ

った事業構造の抜本的な改革及び取り組みの強化を、一般株主の皆様のリスクにおいて行うことを回避

しつつ実施していくことが、対象者の中長期的な成長及び持続的な企業価値の向上の実現にとって必要

不可欠であり、対象者として最善の選択肢であると判断できるとともに、日比谷監査法人が作成した対

象者普通株式の株式価値算定報告書及び日比谷監査法人から受けた対象者の株式価値に係る内容説明、

森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言、本委員会から提出された答申書その他の関連資料を踏ま

えれば、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当で

あり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると

判断し、平成23年10月21日に開催された対象者の取締役会において、森川香氏及び森川智氏を除く全て

の取締役の全員一致で、本公開買付けに賛同し、かつ、対象者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について決議を行ったとのことです。また、対象者の上記取締役会には、中村重登

氏を除く対象者の全ての監査役が出席し、その全ての監査役が、対象者の取締役会が本公開買付けに賛

同の意見を表明し、かつ、対象者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に異議が

ない旨の意見を述べたとのことです。 

 

なお、対象者の代表取締役社長である森川香氏は本日現在において公開買付者の代表取締役社長であ

り、対象者の取締役会長である森川智氏は本日現在において公開買付者の取締役であり、また、対象者
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の社外監査役である中村重登氏は本日現在において、ヤマト科学の社外監査役であるため、いずれも本

取引について利益が相反し、又は利益が相反するおそれがあることに鑑みて、上記の各氏は、対象者の

取締役会における全ての本取引に関する議題の審議及び決議に参加しておらず、また、対象者の立場に

おいて本取引に関する公開買付者との協議・交渉には参加していないとのことです。 

 

（ｖ） 公開買付価格の公正性を担保する客観的状況の確保 

公開買付者は、公開買付期間として法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、本公開買付

けの公開買付期間を30営業日としております。 

このように公開買付期間を比較的長期間に設定することにより、対象者の株主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、これをもって本公開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。 

 

（vi） 買付予定の株券等の数の下限の設定 

公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数の下限（2,735,140株、所有割合：72.94％（小数点

以下第三位を四捨五入し、以下同様に計算しております。））以上の応募があることをその成立の条件と

しております。買付予定数の下限は、対象者の第68期第１四半期報告書（平成23年８月11日提出）に記

載された平成23年６月30日現在の発行済普通株式の総数（3,750,000株）から、①同日現在対象者が所有

する自己株式数（28,991株）、②ヤマト科学が所有する対象者普通株式の数（952,000株、所有割合：

25.39％）、③対象者の第二位株主であり最高顧問である森川巽氏が所有する対象者普通株式の数

（789,269株、所有割合：21.05％）並びに④公開買付者及び対象者の代表取締役社長である森川香氏が

所有する対象者普通株式の数（8,000株、所有割合：0.21％）を控除した株式数である1,971,740株の過

半数に相当する株式数（985,871株、所有割合：26.29％）に、上記のヤマト科学、森川巽氏及び森川香

氏が所有する対象者普通株式の数の合計（1,749,269株、所有割合：46.65％）を加えた株式数となるよ

う設定しております。これにより、ヤマト科学、森川巽氏及び森川香氏以外の対象者の株主の皆様の意

思を尊重し、ヤマト科学、森川巽氏及び森川香氏以外の対象者の株主の皆様の保有株式数（1,971,740

株）の過半数以上の株式を保有する株主の皆様の賛同が得られない場合には、本公開買付け及び本取引

を行わないこととしております。 

 

③ 算定機関との関係 

公開買付者の第三者算定機関であるＧＣＡサヴィアンは、公開買付者の関連当事者には該当せず、そ

の他本公開買付けに関して重要な利害関係を有しません。 

 

（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 

3,721,009（株） 2,735,140（株） ― （株）

 

（注1） 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（2,735,140 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。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（2,735,140 株）以上の場合は、応

募株券等の全部の買付けを行います。なお、買付予定数の下限は、対象者が平成 23 年８月 11 日に提

出した第68期第１四半期報告書に記載された平成23年６月30日現在の対象者の発行済普通株式の総

数3,750,000株から、①同日現在対象者が所有する自己株式数28,991株、②ヤマト科学が所有する対

象者普通株式の数（952,000株、所有割合：25.39％（小数点以下第三位を四捨五入し、以下同様に計

算しております。））、③対象者の第二位株主であり最高顧問である森川巽氏が所有する対象者普通株
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式の数（789,269株、所有割合：21.05％）並びに④公開買付者及び対象者の代表取締役社長である森

川香氏が所有する対象者普通株式の数（8,000 株、所有割合：0.21％）を控除した株式数である

1,971,740 株の過半数に相当する株式数（985,871 株、所有割合：26.29％）に、上記のヤマト科学、

森川巽氏及び森川香氏が所有する対象者普通株式の数の合計（1,749,269株、所有割合：46.65％）を

加えた株式数となるよう設定したものであります。 

（注2） 本公開買付けは、公開買付者が対象者の発行済普通株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式を

除きます。）を取得することを企図しておりますので、買付予定数の上限は設けておらず、買付予定

数の下限以上の応募があった場合は、応募株券等の全ての買付けを行います。本公開買付けにより公

開買付者が取得する可能性のある株券等の最大数は、対象者が平成23年８月11日に提出した第68期

第１四半期報告書に記載された平成 23 年６月 30 日現在の発行済普通株式の総数（3,750,000 株）か

ら、同四半期報告書に記載された同日現在対象者が所有する自己株式数（28,991株）を控除した株式

数（3,721,009株）になります。 

（注3） 単元未満株式も本公開買付けの対象となります。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取

請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取るこ

とがあります。 

（注4） 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。 

 

（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 
‐個

（買付け等前における株券等所有割合） 

‐%

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 
809個

（買付け等前における株券等所有割合） 

21.74%

買付予定の株券等に係る議決権

の数 
3,721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 3,721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数（3,721,009株）に係る

議決権の数を記載しております。 

（注2） 「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」は、各特別関係者が所有する株券

等に係る議決権の数の合計を記載しております。 

（注3） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成23年８月11日に提出した第68期第１四半期報告

書に記載された平成23年６月30日現在の対象者の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにお

いては単元未満株式についても買付けの対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合

」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、その分母を、上記四半期報告書に

記載された平成23年６月30日現在の対象者の発行済普通株式の総数（3,750,000株）から、同四半期報

告書に記載された同日現在対象者が所有する自己株式数（28,991株）を控除した株式数（3,721,009

株）に係る議決権の数3,721個として計算しております。 

（注4） 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下

第三位を四捨五入しています。 

 

（７） 買付代金  2,176,790,265円 

 

（注1） 買付代金は、買付予定数（3,721,009株）に１株当たりの買付価格を乗じた金額を記載しています。 

（注2） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

 

（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 
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みずほインベスターズ証券株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目10番30号 

 

② 決済の開始日 

平成23年12月13日(火曜日) 

 

③ 決済の方法 

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の住所（外国人

株主等の場合はその常任代理人の住所）宛てに郵送します。買付けは現金にて行います。買付けら

れた株券等に係る売却代金は応募株主等（外国人株主等の場合はその常任代理人）の指示により、

決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等の指定した場所へ送金するか（送金手

数料がかかる場合があります。）、公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。 

 

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」又は「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を買付けないこととなった場合には、決済の開始日（公開買付けの撤回

等を行った場合は公開買付けの撤回等を行った日）以後、速やかに返還すべき株券等を応募が行わ

れた時の状態に戻すことにより返還いたします。 

 

（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 

応募株券等の合計が買付予定数の下限（2,735,140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。応募株券等の合計が買付予定数の下限（2,735,140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 

金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。）

第14条第１項第１号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第３号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第２項第３号乃至

第６号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 

但し、令第 14 条第１項第３号ヌについては、同号イからリまでに掲げる事実に準ずる事実として、

対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載す

べき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。 

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。但し、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には、発行者以外の者による株券等の公開買

付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」

といいます。）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、その変更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。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難で

ある場合には、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、引き下げた

価格で買付けを行います。 
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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。契約の解除をされる場合は、公開買付期間末日の 15 時 30 分までに、以下に指定する者の

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、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下さい。但し、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。 

解除書面を受領する権限を有する者 

  みずほインベスターズ証券株式会社 

東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目10番30号 

（その他のみずほインベスターズ証券株式会社全国各支店） 

 

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。但し、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 

公開買付者が訂正届出書を関東財務局長に提出した場合（但し、法第 27 条の８第 11 項ただし書に

規定する場合を除きます。）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。但し、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、米国内において又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又は国際通商の方法・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、本

プレスリリース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その常任代理人）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。買付け又は公
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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ないこと（当該他の者が買付けに関する

全ての指示を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24日（月曜日） 

 

（11） 公開買付代理人 

 みずほインベスターズ証券株式会社  東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目10番30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及び今後の見通しは、上記「１．買付け等の目的等」「（２）本公開買付けの実施を

決定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」及び「（５）上場廃止となる見込み及びその

事由」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公開買付者と対象者との間の合意の有無及び内容 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、日比谷監査法人が作成した対象者普通株式の株

式価値算定報告書及び日比谷監査法人から受けた対象者の株式価値に係る内容説明、森・濱田松本法律

事務所から受けた法的助言、本委員会から提出された答申書その他の関連資料等を踏まえ、本公開買付

けを含む本取引に関する諸条件について慎重に協議及び検討を行った結果、公開買付者から提案のあっ

た事業構造の抜本的な改革及び取り組みの強化を、一般株主の皆様のリスクにおいて行うことを回避し

つつ実施していくことが、対象者の中長期的な成長及び持続的な企業価値の向上の実現にとって必要不

可欠であり、対象者として最善の選択肢であると判断できるとともに、日比谷監査法人が作成した対象

者普通株式の株式価値算定報告書及び日比谷監査法人から受けた対象者の株式価値に係る内容説明、

森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言、本委員会から提出された答申書その他の関連資料を踏ま

えれば、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当で

あり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると

判断し、平成23年10月21日に開催された対象者の取締役会において、森川香氏及び森川智氏を除く全

ての取締役の全員一致で、本公開買付けに賛同し、かつ、対象者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について決議を行ったとのことです。また、対象者の上記取締役会には、中村重

登氏を除く対象者の全ての監査役が出席し、その全ての監査役が、対象者の取締役会が本公開買付けに

賛同の意見を表明し、かつ、対象者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に異議

がない旨の意見を述べたとのことです。 

 

なお、対象者の代表取締役社長である森川香氏は本日現在において公開買付者の代表取締役社長であり、

対象者の取締役会長である森川智氏は本日現在において公開買付者の取締役であり、また、対象者の社

外監査役である中村重登氏は本日現在において、ヤマト科学の社外監査役であるため、いずれも本取引

について利益が相反し、又は利益が相反するおそれがあることに鑑みて、上記の各氏は、対象者の取締

役会における全ての本取引に関する議題の審議及び決議に参加しておらず、また、対象者の立場におい

て本取引に関する公開買付者との協議・交渉には参加していないとのことです。 

 

②公開買付者と対象者の役員との間の合意の有無及び内容 
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公開買付者は、対象者普通株式 8,000 株（所有割合：0.21％（小数点以下第三位を四捨五入しておりま

す。））を保有する株主であり、かつ公開買付者及び対象者の代表取締役社長である森川香氏との間で、

平成23年10月21日付で、公開買付応募契約（本応募契約（森川香氏））を締結し、(i)法その他適用あ

る法令に従い、本公開買付けの開始に必要な全ての手続がとられており、本公開買付けが本応募契約（森

川香氏）の規定に従って開始され、その後に撤回されていないこと、(ⅱ)対象者の取締役会による本公

開買付けに賛同する旨の意見表明がなされており、かつ、かかる意見表明が撤回されていないこと、(ⅲ)

公開買付者が表明及び保証する事項（注１）並びに本応募契約（森川香氏）に定める公開買付者の義務

（注２）の重大な違反が存在しないこと、(ⅳ)森川香氏が、対象者に関して、法第 166 条第１項柱書に

規定される未公表の重要事実又は法第 167 条第１項柱書に規定される公開買付け等の実施に関する未公

表の事実若しくは公開買付け等の中止に関する未公表の事実（本公開買付けに関する事実を除く。）を認

識していないことを前提条件として、森川香氏が、その所有する対象者普通株式の全部を本公開買付け

に応募することを合意しております。上記前提条件が満たされない場合であっても、森川香氏がその裁

量により本公開買付けに応募することは妨げられません（但し、上記(ⅳ)が満たされない場合を除きま

す。）。なお、森川香氏は、本公開買付けへの応募による対象者普通株式の売却代金(4,680,000 円)の税

引後手取額を公開買付者の完全親会社である森川ホールディングス株式会社に追加出資することを予定

しており、また、対象者の取締役会長である森川智氏及びその親族である森川嵩氏も、森川香氏、森川

智氏及び森川嵩氏の森川ホールディングス株式会社への出資割合がかかる追加出資前と同一割合（森川

香氏 30％、森川智氏 30％、森川嵩氏 40％）になるように、同じく森川ホールディングス株式会社に追

加出資することを予定しております。さらに、森川ホールディングス株式会社は、森川香氏、森川智氏

及び森川嵩氏より払込みを受けたかかる追加出資金額について、その合計金額から登録免許税等の必要

経費を除いた金額を、公開買付者に追加出資することを予定しております。 

 

（注１） 本応募契約において、公開買付者は、(i)公開買付者の有効な設立及び存続、(ⅱ)本応募契約

の締結・履行に必要な権限及び権能並びに必要な手続の履践、(ⅲ)本応募契約の適法性、有

効性及び強制執行可能性、(ⅳ)本応募契約の締結・履行の法令等への抵触の不存在、(ⅴ)本

応募契約の締結・履行に必要な許認可等の取得・履践を表明及び保証しております。 

（注２） 本応募契約において、公開買付者は、本公開買付けを実施する義務、本応募契約上の義務違

反又は表明保証違反による補償義務、及び秘密保持義務を負っております。 

 

③本公開買付けの実施を決定するに至った背景及び理由、並びに本公開買付け実施後の経営方針 

上記「１．買付け等の目的等」「（２）本公開買付けの実施を決定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」をご参照ください。 

 

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、本公開買付けの公正性

を担保するための措置 

上記「１．買付け等の目的等」「（３）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、本公開買付けの公正性を担保するための措置」をご参照ください。 

 

 

（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 平成24年３月期第２四半期決算短信 

対象者は平成23年 10月 21日に平成24年３月期第２四半期決算短信を公表しております。当該公表に

基づく平成24年３月期の対象者の損益状況等は以下の通りです。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

を行っておりません。また、以下の公表内容につき監査法人による監査も受けておりません。詳細につ

きましては、当該公表の内容をご参照ください。 
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なお、対象者によれば、対象者は、本公開買付けに係る公開買付期間中であり、法第24条の４の７第

１項及び令第４条の２の10第３項の規定に基づき平成23年９月末日経過後45日以内である平成23年

11 月 11 日に、平成24年３月期（第68期）第２四半期（自 平成 23 年７月１日 至 平成 23 年９月

30日）に係る四半期報告書を提出する予定とのことです。 

 

（ⅰ）損益の状況 

決算年月 
平成24年３月期 

（第２四半期累計期間） 

売上高 6,283百万円

営業利益 513百万円

経常利益 524百万円

四半期純利益 208百万円

 

（ⅱ） １株当たりの状況 

決算年月 
平成24年３月期 

（第２四半期累計期間） 

１株当たり四半期純利益 56.12円

１株当たり配当額 －円

１株当たり純資産 916.69円

 

② 平成24年３月期の配当予想の修正 

対象者の平成23年 10月 21日付プレスリリース「平成24年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」

によれば、対象者は、平成23年10月21日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条

件に、平成 24 年３月期期末配当予想を修正し、平成24 年３月期の期末配当を行わないことを決議した

とのことです。 

 

※  本プレスリリースに含まれる情報を閲覧された方は、法第167条第３項及び令第30条の規定により、内部者取引（いわゆるインサ

イダー取引）規制に関する第一次情報受領者として、本プレスリリースの発表から12時間を経過するまでは、対象者の株券等の買付

け等が禁止される可能性がありますので、十分にご注意ください。万一、当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上の

責任を問われることがあっても、公開買付者は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。 

※  本プレスリリースは、公開買付者による対象者に対する公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付け等の申込み

の勧誘又は買付け等の申込みを目的として作成されたものではありません。売付け等の申込みをされる際には、必ず公開買付者が作

成する本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧頂いた上で、ご自身のご判断で申込みを行ってください。 

※  本プレスリリースには、対象者株式を取得した場合における、公開買付者の経営陣の考え方に基づく、事業展開の見通しを記載し

てあります。実際の結果は多くの要因によって、これらの見込みから大きく乖離する可能性があります。 

※  本プレスリリース（若しくはその一部）又はその配布の事実が当該公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また

契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。 

※  国又は地域によっては、本プレスリリースの発表又は配布に法令上の制限又は制約が課されている場合がありますので、それら

の制限又は制約に留意し、当該国又は地域の法令を遵守してください。本公開買付けの実施が違法となる国又は地域においては、

本プレスリリース又はその訳文を受領されても、本公開買付けに関する株券等の売付け等の申込みの勧誘又は買付け等の申込みを

したことにはならず、情報としての資料配布とみなされるものとします。 

※  本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する

書類の全部又は一部が英語により作成され、当該英語の書類として日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優

先されるものとします。 

 

以  上 
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