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平成２３年１２月５日 

各 位 

会 社 名 株式会社アップガレージ 

代表者名 代表取締役社長 石田 誠 

 （コード：３３１１ 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役 井出 浩司 

 （TEL．０４５－９８９－２３４５） 

 

 

ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成２３年１２月５日開催の取締役会において、以下のとおり、ＭＢＯ（＊）の一環として行われ

る株式会社アイエムホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）による当社の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こと並びに当社の株

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、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きを経て当社を非上場化す

ることを企図していること及び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るもので

す。 

 

（＊）本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）であり、当社経営陣からの出資による

公開買付者が当社取締役会との合意に基づきその支配権を取得するために行うものです。 

 

１．公開買付者の概要 

（１） 名 称 株式会社アイエムホールディングス 

（２） 所 在 地 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町484番地８ 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 石田誠 

（５） 
事 業 内 容 

公開買付者は、当社の株式を取得および保有し、本公開買付け終了後に当

社の事業を支配し、管理することを主たる事業としております。 

（６） 資 本 金 100万円 

（７） 設 立 年 月 日 平成23年11月１日 

（８） 大株主及び持株比率 石田誠 100％ 

（９） 上場会社と公開買付者の関係 

 

 

 

資 本 関 係 
当社の主要株主でありかつ代表取締役社長である石田誠氏は、公開買付者

の議決権の100％を所有しております。 

 

 

 

人 的 関 係 
公開買付者の代表取締役である石田誠氏は、当社の代表取締役社長を兼務

しております。 

 

 

 

取 引 関 係 

当社と公開買付者との間には、記載すべき取引関係はありません。また、

当社の関係者及び関係会社と公開買付者の関係者及び関係会社の間には、

特筆すべき取引関係はありません。 

 

 

 

関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 

当社の主要株主でありかつ代表取締役社長である石田誠氏は、公開買付者

の議決権の100％を所有しておりますので、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） 本公開買付けに関する意見の内容 

当社は、平成23年12月5日開催の取締役会において、公開買付者による当社の普通株式及び新株予約

権に対する公開買付けに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て本公開買付けへの応

募を勧めることを決議いたしました。一方で、本新株予約権（注）についてはストックオプションとし

て発行されたものであることから、本新株予約権を本公開買付けに応募するか否かについては、新株予

約権者の皆様の判断に委ねる旨の決議をしております。 

なお、上記取締役会決議は、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「④利害関係を有しない当社の取締

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。 

 

（注）平成15年６月25日に開催された当社の定時株主総会の決議及び同日に開催された当社の取締役会決議

に基づき発行された新株予約権をいいます。 

 

（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。 

公開買付者は、当社の株式を取得及び保有し、本公開買付け終了後に当社の事業を支配し、管理するこ

とを主たる目的として平成 23 年 11 月１日に設立された買収目的会社です。公開買付者の株式は、当社

の代表取締役社長であり公開買付者の代表取締役である石田誠氏（以下「石田誠氏」といいます。）がそ

の全てを所有しています。 

今般、公開買付者は、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（一般に、買収対象会社の経営陣

が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。以下「ＭＢ

Ｏ」といいます。）のための一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、当社の発行済普

通株式（本新株予約権の行使により発行又は移転される当社普通株式を含み、当社が所有する自己株式

を除きます。以下同じです。）及び本新株予約権の全てを取得することにより、当社の株式を非公開化し、

当社との間で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。 

本公開買付けにおいて公開買付者は、石田誠氏との間で、平成23年12月５日付で合意書（以下「本件

合意書」といいます。）を締結し、石田誠氏が所有する当社普通株式の全て（4,582 株）及び本新株予約

権の全て（目的となる普通株式の数 30 株）について、本公開買付けに応募しない旨合意しております

（以下、石田誠氏が本公開買付けに応募しない旨合意している株式（合計 4,612 株、所有割合：38.08％

（注１））を「石田誠氏応募対象外株式等」といいます。）。 

本公開買付けにおいては、買付予定数の下限を3,750株と設定しており、本公開買付けに応じて売付け

等がなされた株券等（以下「応募株券等」といいます。）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、当社の発行済普通株式（本新株

予約権の行使により発行又は移転される当社普通株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。）及

び本新株予約権の全てを取得し、当社を非公開化することを目的としているため、公開買付者は、買付

予定数の上限は設定しておらず、買付予定数の下限以上の応募があった場合は、応募株券等の全部の買

付けを行います。なお、買付予定数の下限は、当社の第 13 期第２四半期報告書（平成 23 年 11 月７日提

出）に記載された平成 23 年９月 30 日現在の発行済株式総数（16,990 株）と当社が平成 23 年６月 27 日

に提出した第 12 期有価証券報告書に記載された平成 23 年３月 31 日現在の本新株予約権の目的となる当

社普通株式の最大数（170 株）の合計（17,160 株）から、石田誠氏応募対象外株式等（4,612 株）及び上

記第２四半期報告書に記載された当社が同日現在所有する自己株式数（5,050 株）を除いた数（7,498

株）の過半数以上に相当する株式数（3,750 株、所有割合：30.97％）としております。なお、第 13 期第

１四半期及び第２四半期期中に本新株予約権の権利行使はなされておらず、本新株予約権の目的となる

当社普通株式の数及びそれに係る議決権の数は、平成 23 年３月 31 日から同年９月 30 日の間に変動して

おりません。 

公開買付者は、本公開買付けが成立し、かつ本公開買付けにより石田誠氏応募対象外株式等及び当社が
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所有する自己株式を除く、当社の発行済普通株式（本新株予約権の行使により発行又は移転される当社

普通株式を含みます。）並びに本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、下記「（４）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いて）」記載の一連の手続きにより、

当社の株主を公開買付者及び石田誠氏のみとすることを企図しております。 

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、株式会社三井住友銀行から総額 13 億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。本買収ローンに係る融資条件の詳細については別途協議の

うえ、本買収ローンに係る融資契約において定めることとされておりますが、本買収ローンに係る融資

契約では、一定の貸出実行条件、確約事項等のこの種の融資契約に通常定められる契約条件が規定され

る予定です。特に本買収ローンに関しては、石田誠氏を公開買付者の連帯保証人とし、公開買付者の発

行済株式の全部及び石田誠氏の所有する当社の普通株式並びに公開買付者が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に担保権が設定される予定です。また、下記

「（４）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いて）」記載の一連

の手続きにより、当社の議決権の全てを公開買付者及び石田誠氏が取得した後は、当社を公開買付者の

連帯保証人とし、かつ、当社の一定の資産が本買収ローンの担保に提供される予定です。 

（注１）所有割合の比率の計算は、別途の記載がある場合を除き、当社が平成 23 年 11 月７日に提出した第

13 期第２四半期報告書に記載された平成 23 年９月 30 日現在の当社の発行済株式総数（16,990 株）と当

社が平成 23 年６月 27 日に提出した第 12 期有価証券報告書に記載された平成 23 年３月 31 日現在の本新

株予約権の目的となる当社普通株式の最大数（170 株）の合計（17,160 株）から、上記第２四半期報告

書に記載された当社が同日現在所有する自己株式数（5,050 株）を除いた数（12,110 株）に占める割合

を指します（小数点以下第三位を四捨五入し、以下の比率の計算において同様に計算しております。）。

なお、第 13 期第１四半期及び第２四半期期中に本新株予約権の権利行使はなされておらず、本新株予約

権の目的となる当社普通株式の数及びそれに係る議決権の数は、平成 23 年３月 31 日から同年９月 30 日

の間に変動していません。 

 

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、公開買付者より、本公開買付けの背景等につき、以下の説明を受けております。 

当社は、株式会社オートフリーク（昭和 58 年３月設立、本社所在地：神奈川県川崎市、事業内容：中古

自動車の販売）の中古カー用品販売部門が独立する形で、平成 11 年４月に東京都町田市に設立され、平成

16年３月に東京証券取引所マザーズ市場（以下「マザーズ市場」といいます。）に上場した株式会社です。 

当社は、設立当初より中古カー用品に特化し、消費者ニーズに徹底的に応えるべく、今日までに全国に

亘る直営店及びフランチャイズ店にて、中古カー用品の買取・販売を行う「アップガレージ」、中古バイク

及び中古バイク用品の買取・販売を行う「アップガレージライダース」、中古タイヤ・アルミホイール専門

の「アップガレージホイールズ」並びに新品タイヤの販売を行う「東京タイヤ流通センター」を営業展開し、

クルマ好き・バイク好きの方々にとって唯一無二の「かけがえのないお店」という存在を目指しております。

また、自動車用品業界においては、参入事業者のほとんどが特定の地域に根差した店舗網を展開しているこ

とが特徴ですが、当社は、日本全国の幹線道路を主体とした積極的な新規出店を継続し、昨年、日本国内の

アップガレージグループの総店舗数が 100 店舗を突破し、平成 23 年３月期において 112 店舗となりました。

さらに、当社は、様々なパーツから、タイヤ・カーオーディオ・カーナビ・カースポーツ用品など、グルー

プ共有の在庫数を 60 万点以上としており、豊富な商品を有することで競合他社との大きな差別化を図り、

中古カー用品専業企業として、今日の経営基盤を築いてまいりました。 

しかし近年、日本経済は、景気の一部に持ち直しの兆しがみえるものの、原油の高騰や長期化する円

高・デフレ、厳しい雇用環境などにより、先行きが不透明な状況が続いております。加えて、本年３月に発

生した東日本大震災は東北地方に多大な被害を与え、今後の景気動向をより不透明にすることとなりました。

一方で、消費者の低価格志向、環境を考慮したリユース・リサイクル意識の高まりから、今後、中古カー用

品市場の拡大が期待され、このような状況において、当社は、新規出店、インターネットを利用した通信販

売による規模拡大と既存店舗の収益性向上により、強固なブランドを確立し、高成長、高収益な店舗運営体
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制の構築が最大の課題であると考えており、中古カー用品市場の寡占化が進む中、事業の拡大及び今後の市

場活性化に努める必要があります。また、インターネットを利用した通信販売市場の拡大が、当社のWEBサ

イトを利用した通信販売においても大きく寄与しておりますが、この市場拡大が、インターネットオーク

ションを利用した個人間売買を活性化させ、商品仕入の価格面において、厳しく影響することが予想されま

す。そのため、必要に応じたスクラップアンドビルド、サービスメニューの充実、販路拡大等を行い、売

上・利益の確保、広告宣伝活動の充実により幅広い顧客層の取り込みを行うことが要求されています。今後

は、これら既存ビジネスの拡大を行いつつ、新たな事業分野への進出等により事業基盤の強化に積極的に取

り組むことが必要不可欠であると考えられます。 

このような課題に対処すべく、当社は、販売面について店頭での商品販売はもちろんのこと、インター

ネットを利用した通信販売についても重点をおき、自社開発したWEBサイト（http://www.upgarage.com/）

のシステム整備及び拡充のための開発投資を積極的に行い、消費者の利便性を重視しつつ、WEB サイト側か

らの有意義な情報発信、コンテンツの充実、掲載商品数の充実を図り、顧客獲得を行ってまいりました。ま

た、携帯電話の急速な普及により、携帯サイト（ｅ-ＵＰ）での通信販売についても、販売経路として重要

な役割を担っており、WEB サイトと同様に、コンテンツ充実等の施策を講じております。さらに、近年にお

いては、自動車関連企業を対象とした会員制のWEB通信販売サイト「アップガレージ卸売りサイト」を運営

し、販路拡大、店舗の長期滞留在庫の解消を図っております。 

仕入面については、当社は、商品仕入の殆どを占める一般消費者からの仕入を安定的に確保するため、

WEB サイト、電話での買取査定受付を強化し、店頭においても買取キャンペーン等の施策を実施しておりま

す。 

また、当社は、前述の販売経路の拡大の施策を実施しつつ、さらなる収益拡大を図るため、老朽化した

既存店舗のスクラップアンドビルド、売場面積拡大のための移転、地域特性に合った業態への変更、若者の

車への関心が薄まる中で車に対する趣味趣向の強い消費者をターゲットとした店舗展開等を積極的に行って

まいりました。 

しかしながら、販売面については、新品商品の低価格化が進んでおり、リユース商品との価格差が縮小

傾向にあること、また、当社のWEBサイトでの販売規模は拡大しているものの、依然としてインターネット

を利用したオークションサイトとの間で競合が生じていること等が、マイナスの影響を及ぼしております。

また、仕入面についても、WEB サイト、電話での買取査定受付、店頭での買取キャンペーンを積極的に行

なっているものの、販売面と同様、インターネットを利用したオークションサイトとの間で競合が生じてお

ります。 

さらに、当社の店舗展開については、消費者ニーズに対応するため、新規出店を積極的に行ってまいり

ましたが、一部店舗においては、売上拡大が望めるエリアであっても売場面積の拡大ができずに販売機会の

逸失を招いており、店舗のスクラップアンドビルド及び移転が、必ずしも順調には進んではおりません。 

上記のような厳しい状況から、当社の売上規模の拡大は、出店店舗数の増加と共にコスト増加にも繋

がっており、当社においては、依然として営業利益率の改善が遅れております。当社が中長期的に安定した

収益を確保し、営業利益率の向上を図るためにも、商品の仕入から販売までの効率性を意識した店舗運営、

店舗運営費用及び間接部門の業務の見直し、スリム化による販売費一般管理費の削減を行っていく必要があ

ります。また、これと併せて、従業員に対しては接客・マナー研修、豊富な商品知識習得のための教育等を

行い、店長を始めとする上層管理職に対してはより専門的な知識の習得のための教育を行うことで販売力を

高めていくことが必要であると思われます。 

さらに、短期的な売上や利益にとらわれることなく、事業の拡大を図るためにも、現在の自動車付属品

及びオートバイ付属部品の買取・販売事業、新品タイヤの販売事業にとどまらず、将来を見据えて自動車を

キーワードとする新たなサービスを拡充し、新事業を開発することにより、事業構造の再構築を行うことが

必要であるといえます。 

景気動向の先行きが不透明な経済状況下において、当社がこのように中長期的な視点に立った抜本的な

改革を行う場合、投資に伴うキャッシュフローの悪化や一時的な売上の伸び悩みにより、当社の経営に悪影

響を与え、株式市場において消極的な評価を受ける可能性が否定できず、当社の株主の皆様にマイナスの影

響を生じさせるおそれがあります。 
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さらに、当社は、上記のとおり平成 16 年３月にマザーズ市場に株式を上場し、ブランド力の向上、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、様々なメリットを享受してま

いりましたが、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、株式の上場を

維持することが当社の経営上の負担となる可能性があります。 

以上の検討を踏まえ、当社の代表取締役社長である石田誠氏は、平成 23 年８月頃から、本取引について

具体的な検討を開始し、当社が今後も株式の上場を維持するメリット、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、ＭＢＯの手法により、公開買付者が、石田誠氏応募対象

外株式等及び当社が所有する自己株式を除く、当社の発行済普通株式（本新株予約権の行使により発行又は

移転される当社普通株式を含みます。）並びに本新株予約権の全てを取得することにより、当社の株式を非

公開化し、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、当社の経営陣及び従業員が一丸となって上記の当社の事業構造の抜本的な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、当社に対し、平成 23 年 10 月 31 日に、本公開買付け

を含む本取引に関する提案（本公開買付価格についての条件提示を除く。）を行い、これに加え、平成23年

11月 28日には、本公開買付価格についての提案を行い、公開買付者は、平成23年 12月 5日に、本公開買

付けを実施することを決定しました。 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、以下のとおり検討しております。 

（ｉ）普通株式 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、当社普通株式のマザーズ市場における過去６ヶ月

間及び直近の市場価格の推移、当社が開示している財務情報等の資料、当社に対して実施した買収監査

（デュー・ディリジェンス）の結果などを基に、過去１年間における発行者以外の者による公開買付けの事

例におけるプレミアム率を参考にしながら、当社との協議・交渉の結果や当社による本公開買付けへの賛同

の可否及び本公開買付けの見通し等を勘案し、本公開買付価格を１株当たり50,000円に決定しました。 

なお、公開買付者は、本公開買付価格の決定に際し、上記のとおり、財務情報等の一般に公開されてい

る情報に基づきつつ類似事例におけるプレミアム率を参考にする等、当社の株式価値に関する諸要素を総合

的に考慮した上で、当社との真摯な協議・交渉の結果等を踏まえて本公開買付価格を決定しており、また、

公開買付者の代表取締役である石田誠氏は当社の行っている事業の業界に精通していることから、当社と事

業内容等が類似する上場会社６社の財務指標（ＰＥＲ（注２）、ＰＢＲ（注３）、ＥＢＩＴ倍率（注４）、Ｅ

ＢＩＴＤＡ倍率（注５））を用いて株価との比率を比較をしたところ、本公開買付価格は、類似する上場会

社６社の平均値（ＰＥＲ：約8.0倍、ＰＢＲ：約0.6倍、ＥＢＩＴ倍率：約4.5倍、ＥＢＩＴＤＡ倍率：約

3.3 倍）を上回るもの（本公開買付価格での当社における倍率：ＰＥＲ：約 10.5 倍、ＰＢＲ：約 0.8 倍、

ＥＢＩＴ倍率：約9.6倍、ＥＢＩＴＤＡ倍率：約5.6倍）であったことから、少数株主の利益は十分に確保

されていると判断し、第三者機関の算定書は取得しておりません。 

本公開買付価格 50,000 円は、マザーズ市場における公開買付者が本公開買付けの開始を決議した日の前

営業日である平成 23 年 12 月２日の当社普通株式の終値である 40,500 円、同日までの当社普通株式の終値

の過去１ヶ月単純平均値 39,715 円（小数点以下四捨五入、以下同じとします。）、過去３ヶ月単純平均値

37,236 円及び過去６ヶ月単純平均値 36,355 円に対して、それぞれ、23％（小数点以下四捨五入、以下同じ

とします。）、26％、34％及び38％のプレミアムを加えた価格です。 

 

（注２）株式時価総額÷当期純利益 

（注３）株式時価総額÷簿価純資産 

（注４）（株式時価総額＋有利子負債＋少数株主持分－現預金－有価証券）÷営業利益 

（注５）（株式時価総額＋有利子負債＋少数株主持分－現預金－有価証券）÷（営業利益＋減価償却費

等） 

 

 

（ⅱ）新株予約権 
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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、当社の取締役、監査役又は従

業員に対してストックオプションとして発行されたものです。本新株予約権の行使の条件として、新株予約

権者は行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員であることを要するものとされ、また、新株予約

権者が本新株予約権を譲渡する時には当社取締役会の承認を要するものとされています。従って、公開買付

者が本公開買付けにおいて本新株予約権を取得したとしても、これを行使できないと解されることから、本

新株予約権の買付価格を１個当たり１円と決定しました。 

なお、石田誠氏は、本公開買付け終了後も、特段の事情がない限り、継続して当社の経営にあたること

を予定しております。また、公開買付者は、本公開買付け実施後に当社の経営体制を大幅に変更する予定は

有しておりませんが、その詳細については、今後当社と協議しながら決定していく予定です。 

 

イ 当社の意思決定の過程 

当社は、石田誠氏及び公開買付者からの上記提案を受け、リーガルアドバイザーとして、当社及び公開

買付者から独立した第三者であるかつま法律事務所を選任し、法的意見書を取得したうえ適宜法的助言

を受けました。また、山田ビジネスコンサルティング株式会社（以下「当社算定機関」といいます。）

に当社の株式価値の算定を依頼し、当社算定機関より株式価値算定書を取得しました。さらに、現当社

社外監査役である永野義一氏及び藤田和重氏の２名によって構成される特別委員会を設置し、本公開買

付価格や本公開買付けに関する諸条件の妥当性についての検討を依頼し、その回答を受けました。そし

て、当社は、かつま法律事務所からの法的助言、当社算定機関からの株価算定書の内容を踏まえつつ、

特別委員会からの回答の内容を最大限に尊重し、慎重に協議・検討を重ねました。その結果、当社の収

益力が低下しており、事業構造の抜本的な改革が必要であること、上場維持のために必要なコストの負

担が上場会社であることにより得られるメリットに比して過大であること等を総合的に考慮すると、石

田誠氏及び公開買付者からの本提案に基づき、可及的速やかにＭＢＯの手法により当社の非公開化を行

うことが、当社の企業価値を維持し、これを最大化するために必要不可欠であるとの結論に至りました。

そして、当社は、本公開買付けを含む本取引が当社の中長期的な企業価値の向上に資するものであり、

また、公開買付者との交渉を経て決定された本公開買付けの買付条件（本公開買付価格を含みます。）が

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の売却の機会を提供するもので

あると判断し、平成 23 年１２月５日開催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

と及び当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を勧めることを決議いたしました。 

 

ウ 本公開買付け後の経営方針 

本公開買付けは、ＭＢＯの手法により行われるものであり、石田誠氏は、本公開買付け終了後も、特段

の事情がない限り、継続して当社の経営にあたることを予定しているとのことです。また、公開買付者

は、本公開買付け実施後に当社の経営体制を大幅に変更する予定は有しておりませんが、その詳細につ

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。 

 

（３）上場廃止となる見込み及びその事由 

当社普通株式は、現在、マザーズ市場に上場していますが、公開買付者は本公開買付けにおいて買付け

を行う株券等の数に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、当社普通株式は東京証券取

引所の上場廃止基準に従い、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、本公開買付けの完

了時点で当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けが成立した場合、その後上記「（４）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いて）」に記載の各手続を実行することによ

り、公開買付者は、当社普通株式の全てを保有することを企図していますので、その場合、当社普通株式は

東京証券取引所の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、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ができなくなります。 

 

（４）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いて） 

当社は、公開買付者より、本公開買付けの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

ついて）につき、以下の説明を受けております。 
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公開買付者は、本公開買付けにより石田誠氏応募対象外株式等及び当社が所有する自己株式を除く、当

社の発行済普通株式（本新株予約権の行使により発行又は移転される当社普通株式を含みます。）並びに本

新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下に述べる方法により、当社の

株主を公開買付者及び石田誠氏のみとするための手続を実施することを企図しております。 

具体的には、本公開買付けの成立した後、公開買付者は、①当社において普通株式とは別個の種類の株

式を発行できる旨の定款の一部変更を行い、当社を会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みま

す。以下同じです。）の規定する種類株式発行会社とすること、②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

旨の定款の一部変更を行うこと、及び③当社の当該全部取得条項の付された普通株式の全て（但し、当社が

所有する自己株式を除きます。）の取得と引換えに別個の種類の当社の株式を交付することのそれぞれを付

議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を、平成 24 年４月を目途として開催

することを、当社に対して要請する予定です。 

また、本臨時株主総会にて上記①の付議議案の承認決議がなされ、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るところ、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の承認に係る

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当社普通株式を所有する株主を構成員

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、公開買付者は、当

社に対し、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

会の開催を要請する予定です。 

本公開買付けが成立した場合には、公開買付者及び石田誠氏の所有株式の合計は少なくとも 8,362 株

（所有割合 69.05％）となる予定であり、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、公開買付者及び石田誠氏は、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。 

上記の各手続が実行された場合には、当社普通株式は全て全部取得条項が付されたうえで、その全て

（但し、当社が所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。）には当該普通株式の取得の対価として当社の別個の種類の株式が交付されることになります

が、交付されるべき当該当社の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当社の株主に対して

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。）に相当する当該当社の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当社の別個の種

類の株式の売却の結果、当該各株主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普通株式の取得の対価として交付される当社株式

の種類及び数は現在未定ですが、当社は、かかる株式の数について、公開買付者及び石田誠氏のみが当社の

発行済株式の全て（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）を所有することとなるよう、公開買付者

及び石田誠氏以外の当社の株主で本公開買付けに応募されなかった株主に対して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に決定する予定です。 

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、最終的には裁判所が判断することになります。 

また、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付し、当該株式を全て取得するのと引換えに別

個の種類の当社の株式を交付するという上記の方法については、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主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
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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。但し、

上記方法を変更する場合でも、公開買付者及び石田誠氏のみが当社の発行済株式の全て（但し、当社が所有

する自己株式を除きます。）を所有することとなるよう、公開買付者及び石田誠氏以外の当社の株主で本公

開買付けに応募されなかった株主に対しては、最終的に金銭のみ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、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、当社が速やかに

公表する予定です。 

公開買付者は、上記の各手続の実行後に、平成 24 年８月を目処として、当社との間で吸収合併を行う

ことを予定しておりますが、その具体的な日程等の詳細については未定です。 

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賛同を勧誘するもの

では一切ありません。 

本公開買付けにおいて本新株予約権の全てを取得できず、かつ、本新株予約権が行使されずに残存した

場合には、公開買付者は、当社に対して、本新株予約権の無償による取得、本新株予約権の権利者に対する

本新株予約権の放棄等の推奨等、本取引の実行に合理的に必要な手続等の実施を要請する予定です。 

 

（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 

当社及び公開買付者は、本公開買付けがＭＢＯの手法による本取引の一環として行われるものであり、

構造的な利益相反の問題が存在すること等を認識しており、本公開買付価格の公正性及び本新株予約権に係

る買付け等の価格の担保、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、主として下記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

実施いたしました。 

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 

当社は、公開買付者が提示することとなる本公開買付価格の公正性を判断するための基礎資料とするべ

く、公開買付者及び当社から独立した第三者機関であり、かつ当社の関連当事者にも該当しない山田ビジネ

スコンサルティング株式会社に当社の株式価値の算定を依頼し、当社算定機関より株価算定書を取得しまし

た（ただし、公正性に関する評価（いわゆるフェアネス・オピニオン）は取得しておりません。）。 

当社算定機関が当該株式価値の分析に用いた手法は、市場株価法、類似会社比準法、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。）であり、各々の手法により算定された当社

の普通株式の1株あたりの価値は、以下のとおりです。 

ア 市場株価法：36,355円～39,715円 

市場株価法では、平成 23 年 12 月 2 日を基準日として、当社の株価終値の 1 ヶ月平均、3 ヶ月平均及び

6ヶ月平均を基に、当社の普通株式の1株あたりの価値を、36,355円～39,715円と算定しています。 

イ 類似会社比準法：44,205円～47,766円 

類似会社比準法とは、当社と事業内容が類似する上場会社の市場株価や収益性等を示す財務指標との比

較を通じて当社の株式価値を算定する手法であり、これにより当社の普通株式の 1 株あたりの価値を、

44,205円～47,766円と算定しています。 

ウ DCF法：44,774円～57,262円 

DCF 法とは、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、当社の資本コストなど一定の割引率で現

在価値に割引いて当社の企業価値や株式価値を分析する手法であり、これにより当社の普通株式の1株あた

りの価値は、44,774円～57,262円と算定しています。 

 

② 当社における独立した法律事務所からの助言 

当社は、リーガルアドバイザーとして、当社及び公開買付者から独立した第三者である、かつま法律事

務所を選任し、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の法
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的助言について依頼しました。当社は、かつま法律事務所から、適宜法的助言を受けながら、法的意見書も

取得したうえ、本公開買付けを含む本取引の是非及び本公開買付価格を含む諸条件等につき慎重に協議・検

討を行いました。 

 

③ 特別委員会の設置 

当社は、本公開買付けに係る当社の意思決定の恣意性を排除し、公正な意思決定過程を確立するため、

平成 23 年 11 月 16 日、当社及び公開買付者から独立性を有する現当社社外監査役である永野義一氏（永野

義一法律事務所、弁護士）及び藤田和重氏（藤田公認会計士事務所、公認会計士・税理士）の２名によって

構成される特別委員会を設置することとし、（a）本公開買付けを含む本取引により当社の企業価値が向上

するか否か、（b）本公開買付価格の公正性が担保されているか否か、(c)本公開買付けを含む本取引が公正

な手続きを通じて当社の株主の利益に配慮されているか否かについて、特別委員会に対し諮問いたしました。 

これを受け特別委員会は、上記（a）から（c）の事項の検討の参考とするため、平成 23 年 11 月 24 日に、

当社のリーガルアドバイザーであるかつま法律事務所から、上記（a）から（c）の事項を検討する際の留意

点の説明を受けたうえ、かつま法律事務所と適正な本公開買付価格の考え方（市場株価法・類似会社比準

法・DCF 法のうちどれを重視するべきか）や本公開買付けを含む本取引により当社の企業価値が向上するか

否か等について質疑応答を行いました。また、特別委員会は、平成 23 年 11 月 28 日に、当社の代表取締役

社長である石田誠氏に対し、本公開買付けを含む本取引の背景、意義・目的等について質疑応答を行うとと

もに、当社算定機関が作成した株式価値算定書の結果について、当社算定機関から説明を受けております。

さらに、平成23年12月5日には、かつま法律事務所より法的意見書も取得しております。 

以上のような経緯で上記（a）から（c）の事項について慎重に検討を行った結果、特別委員会は、平成

23 年 12 月 5 日に、（a）本公開買付けを含む本取引は当社の企業価値向上に資するものであること、（b）

本公開買付価格の公正性は確保されていること、(c)本公開買付けを含む本取引の手続きの公正性には特段

の疑義はなく、当社の株主の利益に配慮されていると判断し、当社に対し、その旨の答申を行いました。 

 

④ 利害関係を有しない当社の取締役及び監査役全員の承認 

当社の取締役会は、かつま法律事務所から受けた法的意見書及び法的助言並びに当社算定機関から取得

した株式価値算定書の内容を踏まえつつ、特別委員会からの答申の内容を最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。そし

て、その結果、本公開買付けを含む本取引は、当社の企業価値の向上に資するものであり、また、公開買付

者との交渉を経て決定された本公開買付けの買付条件(本公開買付価格を含みます。)が妥当であり、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の売却の機会を提供するものであると判断し、平成２３

年１２月５日開催の取締役会において、当社の代表取締役社長である石田誠氏を除く取締役全員の一致で、

本公開買付けに賛同の意見を表明すること及び当社の株主の皆様の対して本公開買付けへの応募を勧めるこ

とを決議いたしました。一方で、本新株予約権については、ストックオプションとして発行されたものであ

ることから、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、本新株予約権の所有者の皆

様のご判断に委ねることを決議いたしました。また、上記取締役会には全ての監査役が出席し、監査役全員

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ます。なお、当社の代

表取締役社長である石田誠氏は、本公開買付けを含む本取引において、当社との間で構造的な利益相反状態

にあり、特別の利害関係を有することに鑑み、本公開買付けの賛同決議を含む本取引に関して開催された当

社の全ての取締役会について、その審議及び決議には、一切参加しておらず、また、当社の取締役の立場に

おいて公開買付者との協議及び交渉にも参加しておりません。 

 

⑤ 比較的長期の公開買付期間の設定 

当社は、公開買付者より、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。）の設定

につき、以下の説明を受けております。 

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。 
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このように公開買付期間を比較的長期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。 

 

 

⑥ 買付予定の株券等の数の下限の設定 

当社は、公開買付者より、買付予定の株券等の数の下限の設定につき、以下の説明を受けております。 

公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数の下限（3,750 株）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（3,750 株）は、当社の第 13 期第２四半期報告書（平成 23 年 11

月７日提出）に記載された平成23年９月 30 日現在の発行済株式総数（16,990 株）と当社が平成23年６月

27 日に提出した第12期有価証券報告書に記載された平成23年３月 31 日現在の本新株予約権の目的となる

当社普通株式の最大数（170 株）の合計（17,160 株）から、石田誠氏応募対象外株式等（4,612 株）及び上

記第２四半期報告書に記載された当社が同日現在所有する自己株式数（5,050 株）を除いた数（7,498 株）

の過半数以上に相当する株式数（3,750 株、所有割合：30.97％）としております。なお、第 13 期第１四半

期及び第２四半期期中に本新株予約権の権利行使はなされておらず、本新株予約権の目的となる当社普通株

式の数及びそれに係る議決権の数は、平成23年３月31日から同年９月30日の間に変動しておりません。 

このように、公開買付者は、石田誠氏以外の株主及び本新株予約権の保有者から過半数を超える賛同が

得られない場合には本公開買付けを行わないこととし、当社の株主及び本新株予約権の保有者の意思を尊重

した買付予定数の下限の設定を行っております。 

 

３．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等に係る重要な合意に関する事項 

公開買付者は、石田誠氏との間で、平成 23 年 12 月５日付で本件合意書を締結しております。本件合意

書の概要は、以下のとおりです。 

・石田誠氏は、その所有する当社の普通株式及び本新株予約権について、本公開買付けに応募しない。 

・石田誠氏は、本公開買付けが成立した場合、本臨時株主総会及び本種類株主総会において、公開買付

者の指示に従い、その所有する当社普通株式に係る議決権を行使する。 

 

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）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い

て）」をご参照ください。 
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９．その他 

  当社は、平成 23 年 12 月 5 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。この点に

関しましては、平成 23 年 12 月 5 日付けで「平成 24 年 3 月期配当予想の修正に関するお知らせ」を公表し

ております。 

 

＊添付資料として、公開買付者による「株式会社アップガレージに対する公開買付けの開始に関するお知ら

せ」を添付しておりますので、併せてご覧下さい。 

以 上 
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平成23年12月５日 

 

各   位 

 

会 社 名：株式会社アイエムホールディングス 

代表者名：代表取締役  石田 誠 

TEL：045-985-7088 

 

 

株式会社アップガレージに対する公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

 

株式会社アイエムホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 23 年 12 月５日、株式会

社アップガレージ（東証マザーズ市場、コード番号：3311、以下「対象者」といいます。）の普通株式及び平

成15年６月25日に開催された対象者の定時株主総会の決議及び同日に開催された対象者の取締役会決議に基

づき発行された新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を金融商品取引法（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。）による公開買付け（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。 

 

記 

 

１．買付け等の目的 

（１）本公開買付けの概要 

公開買付者は、対象者の株式を取得及び保有し、本公開買付け終了後に対象者の事業を支配し、管理する

ことを主たる目的として平成 23 年 11 月１日に設立された買収目的会社です。公開買付者の株式は、対象者

の代表取締役社長であり公開買付者の代表取締役である石田誠氏（以下「石田誠氏」といいます。）がその

全てを所有しています。 

今般、公開買付者は、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（一般に、買収対象会社の経営陣が、

買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。以下「ＭＢＯ」とい

います。）のための一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、対象者の発行済普通株式（本

新株予約権の行使により発行又は移転される対象者普通株式を含み、対象者が所有する自己株式を除きます。

以下同じです。）及び本新株予約権の全てを取得することにより、対象者の株式を非公開化し、その後、対

象者との間で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。 

本公開買付けにおいて公開買付者は、石田誠氏との間で、平成 23 年 12 月５日付で合意書（以下「本件合

意書」といいます。）を締結し、石田誠氏が所有する対象者普通株式の全て（4,582 株）及び本新株予約権の

全て（目的となる普通株式の数 30 株）について、本公開買付けに応募しない旨合意しております（以下、

石田誠氏が本公開買付けに応募しない旨合意している株式（合計 4,612 株、所有割合：38.08％（注１））を

「石田誠氏応募対象外株式等」といいます。）。 

本公開買付けにおいては、買付予定数の下限を 3,750 株と設定しており、本公開買付けに応じて売付け等

がなされた株券等（以下「応募株券等」といいます。）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、対象者の発行済普通株式（本新株予約権

の行使により発行又は移転される対象者普通株式を含み、対象者が所有する自己株式を除きます。）及び本

新株予約権の全てを取得し、対象者を非公開化することを目的としているため、公開買付者は、買付予定数

の上限は設定しておらず、買付予定数の下限以上の応募があった場合は、応募株券等の全部の買付けを行い

ます。なお、買付予定数の下限は、対象者の第 13 期第２四半期報告書（平成 23 年 11 月７日提出）に記載

された平成23年９月30日現在の発行済株式総数（16,990株）と対象者が平成23年６月27日に提出した第

12期有価証券報告書に記載された平成23年３月31日現在の本新株予約権の目的となる対象者普通株式の最

大数（170 株）の合計（17,160 株）から、石田誠氏応募対象外株式等（4,612 株）及び上記第２四半期報告

書に記載された対象者が同日現在所有する自己株式数（5,050 株）を除いた数（7,498 株）の過半数以上に

相当する株式数（3,750 株、所有割合：30.97％）としております。なお、対象者によれば、第 13 期第１四

半期及び第２四半期期中に本新株予約権の権利行使はなされておらず、本新株予約権の目的となる対象者普

通株式の数及びそれに係る議決権の数は、平成 23 年３月 31 日から同年９月 30 日の間に変動していないと

のことです。 

公開買付者は、本公開買付けが成立し、かつ本公開買付けにより石田誠氏応募対象外株式等及び対象者が
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所有する自己株式を除く、対象者の発行済普通株式（本新株予約権の行使により発行又は移転される対象者

普通株式を含みます。）並びに本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、下記「（４）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いて）」記載の一連の手続きにより、対象者

の株主を公開買付者及び石田誠氏のみとすることを企図しております。 

 

なお、対象者公表の平成23年 12月５日付「ＭＢＯの実施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、対象者の収益力が低下しており、事業構造の抜本的な改革が

必要であること、上場維持のために必要なコストの負担が上場会社であることにより得られるメリットに比

して過大であること等を総合的に考慮すると、石田誠氏及び公開買付者からの提案に基づき、可及的速やか

にＭＢＯの手法により対象者の非公開化を行うことが、対象者の企業価値を維持し、これを最大化するため

に必要不可欠であるとの結論に至ったとのことです。そして、対象者は、本公開買付けを含む本取引が対象

者の中長期的な企業価値の向上に資するものであり、また、公開買付者との交渉を経て決定された本公開買

付けの買付条件（本公開買付価格を含みます。）が妥当であり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対

して合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断（判断過程の詳細については、下記「（３）本

公開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」をご参照ください。）し、平成 23 年 12 月５日開催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及び対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を勧めることを決議

したとのことです。また、上記取締役会には全ての監査役が出席し、監査役全員が、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、株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」といいます。）から総額 13 億円を上限とした融

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。本買収ローンに係る融資条件

の詳細については別途協議のうえ、本買収ローンに係る融資契約において定めることとされておりますが、

本買収ローンに係る融資契約では、一定の貸出実行条件、確約事項等のこの種の融資契約に通常定められる

契約条件が規定される予定です。特に本買収ローンに関しては、石田誠氏を公開買付者の連帯保証人とし、

公開買付者の発行済株式の全部及び石田誠氏の所有する対象者普通株式並びに公開買付者が本公開買付けに

より取得する対象者普通株式等の公開買付者の保有する一定の資産に担保権が設定される予定です。また、

下記「（４）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いて）」記載の一連

の手続きにより、対象者の議決権の全てを公開買付者及び石田誠氏が取得した後は、対象者を公開買付者の

連帯保証人とし、かつ、対象者の一定の資産が本買収ローンの担保に提供される予定です。 

 

（注１）所有割合の比率の計算は、別途の記載がある場合を除き、対象者が平成 23 年 11 月７日に提出した

第 13 期第２四半期報告書に記載された平成 23 年９月 30 日現在の対象者の発行済株式総数

（16,990 株）と対象者が平成 23 年６月 27 日に提出した第 12 期有価証券報告書に記載された平成

23 年３月 31 日現在の本新株予約権の目的となる対象者普通株式の最大数（170 株）の合計

（17,160 株）から、上記第２四半期報告書に記載された対象者が同日現在所有する自己株式数

（5,050 株）を除いた数（12,110 株）に占める割合を指します（小数点以下第三位を四捨五入し、

以下の比率の計算において同様に計算しております。）。なお、対象者によれば、第 13 期第１四半

期及び第２四半期期中に本新株予約権の権利行使はなされておらず、本新株予約権の目的となる対

象者普通株式の数及びそれに係る議決権の数は、平成 23 年３月 31 日から同年９月 30 日の間に変

動していないとのことです。 

 

（２）本公開買付けを実施する背景、理由及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針 

対象者は、株式会社オートフリーク（昭和58年３月設立、本社所在地：神奈川県川崎市、事業内容：中古

自動車の販売）の中古カー用品販売部門が独立する形で、平成 11 年４月に東京都町田市に設立され、平成

16年３月に東京証券取引所マザーズ市場（以下「マザーズ市場」といいます。）に上場した株式会社です。 

対象者は、設立当初より中古カー用品に特化し、消費者ニーズに徹底的に応えるべく、今日までに全国に

亘る直営店及びフランチャイズ店にて、中古カー用品の買取・販売を行う「アップガレージ」、中古バイク

及び中古バイク用品の買取・販売を行う「アップガレージライダース」、中古タイヤ・アルミホイール専門

の「アップガレージホイールズ」並びに新品タイヤの販売を行う「東京タイヤ流通センター」を営業展開し、

クルマ好き・バイク好きの方々にとって唯一無二の「かけがえのないお店」という存在を目指しております。

また、自動車用品業界においては、参入事業者のほとんどが特定の地域に根差した店舗網を展開しているこ

とが特徴ですが、対象者は、日本全国の幹線道路を主体とした積極的な新規出店を継続し、昨年、日本国内

のアップガレージグループの総店舗数が 100 店舗を突破し、平成 23 年３月期において 112 店舗となりまし

た。さらに、対象者は、様々なパーツから、タイヤ・カーオーディオ・カーナビ・カースポーツ用品など、

グループ共有の在庫数を 60 万点以上としており、豊富な商品を有することで競合他社との大きな差別化を
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図り、中古カー用品専業企業として、今日の経営基盤を築いてまいりました。 

しかし近年、日本経済は、景気の一部に持ち直しの兆しがみえるものの、原油の高騰や長期化する円高・

デフレ、厳しい雇用環境などにより、先行きが不透明な状況が続いております。加えて、本年３月に発生し

た東日本大震災は東北地方に多大な被害を与え、今後の景気動向をより不透明にすることとなりました。一

方で、消費者の低価格志向、環境を考慮したリユース・リサイクル意識の高まりから、今後、中古カー用品

市場の拡大が期待され、このような状況において、対象者は、新規出店、インターネットを利用した通信販

売による規模拡大と既存店舗の収益性向上により、強固なブランドを確立し、高成長、高収益な店舗運営体

制の構築が最大の課題であると考えており、中古カー用品市場の寡占化が進む中、事業の拡大及び今後の市

場活性化に努める必要があります。また、インターネットを利用した通信販売市場の拡大が、対象者の WEB

サイトを利用した通信販売においても大きく寄与しておりますが、この市場拡大が、インターネットオーク

ションを利用した個人間売買を活性化させ、商品仕入の価格面において、厳しく影響することが予想されま

す。そのため、必要に応じたスクラップアンドビルド、サービスメニューの充実、販路拡大等を行い、売

上・利益の確保、広告宣伝活動の充実により幅広い顧客層の取り込みを行うことが要求されています。今後

は、これら既存ビジネスの拡大を行いつつ、新たな事業分野への進出等により事業基盤の強化に積極的に取

り組むことが必要不可欠であると考えられます。 

このような課題に対処すべく、対象者は、販売面について店頭での商品販売はもちろんのこと、インター

ネットを利用した通信販売についても重点をおき、自社開発した WEB サイト（http://www.upgarage.com/）

のシステム整備及び拡充のための開発投資を積極的に行い、消費者の利便性を重視しつつ、WEB サイト側か

らの有意義な情報発信、コンテンツの充実、掲載商品数の充実を図り、顧客獲得を行ってまいりました。ま

た、携帯電話の急速な普及により、携帯サイト（ｅ-ＵＰ）での通信販売についても、販売経路として重要

な役割を担っており、WEB サイトと同様に、コンテンツ充実等の施策を講じております。さらに、近年にお

いては、自動車関連企業を対象とした会員制の WEB 通信販売サイト「アップガレージ卸売りサイト」を運営

し、販路拡大、店舗の長期滞留在庫の解消を図っております。 

仕入面については、対象者は、商品仕入の殆どを占める一般消費者からの仕入を安定的に確保するため、

WEB サイト、電話での買取査定受付を強化し、店頭においても買取キャンペーン等の施策を実施しておりま

す。 

また、対象者は、前述の販売経路の拡大の施策を実施しつつ、さらなる収益拡大を図るため、老朽化した

既存店舗のスクラップアンドビルド、売場面積拡大のための移転、地域特性に合った業態への変更、若者の

車への関心が薄まる中で車に対する趣味趣向の強い消費者をターゲットとした店舗展開等を積極的に行って

まいりました。 

しかしながら、販売面については、新品商品の低価格化が進んでおり、リユース商品との価格差が縮小傾

向にあること、また、対象者の WEB サイトでの販売規模は拡大しているものの、依然としてインターネット

を利用したオークションサイトとの間で競合が生じていること等が、マイナスの影響を及ぼしております。

また、仕入面についても、WEB サイト、電話での買取査定受付、店頭での買取キャンペーンを積極的に行

なっているものの、販売面と同様、インターネットを利用したオークションサイトとの間で競合が生じてお

ります。 

さらに、対象者の店舗展開については、消費者ニーズに対応するため、新規出店を積極的に行ってまいり

ましたが、一部店舗においては、売上拡大が望めるエリアであっても売場面積の拡大ができずに販売機会の

逸失を招いており、店舗のスクラップアンドビルド及び移転が、必ずしも順調には進んではおりません。 

上記のような厳しい状況から、対象者の売上規模の拡大は、出店店舗数の増加と共にコスト増加にも繋

がっており、対象者においては、依然として営業利益率の改善が遅れております。対象者が中長期的に安定

した収益を確保し、営業利益率の向上を図るためにも、商品の仕入から販売までの効率性を意識した店舗運

営、店舗運営費用及び間接部門の業務の見直し、スリム化による販売費一般管理費の削減を行っていく必要

があります。また、これと併せて、従業員に対しては接客・マナー研修、豊富な商品知識習得のための教育

等を行い、店長を始めとする上層管理職に対してはより専門的な知識の習得のための教育を行うことで販売

力を高めていくことが必要であると思われます。 

さらに、短期的な売上や利益にとらわれることなく、事業の拡大を図るためにも、現在の自動車付属品及

びオートバイ付属部品の買取・販売事業、新品タイヤの販売事業にとどまらず、将来を見据えて自動車を

キーワードとする新たなサービスを拡充し、新事業を開発することにより、事業構造の再構築を行うことが

必要であるといえます。 

景気動向の先行きが不透明な経済状況下において、対象者がこのように中長期的な視点に立った抜本的な

改革を行う場合、投資に伴うキャッシュフローの悪化や一時的な売上の伸び悩みにより、対象者の経営に悪

影響を与え、株式市場において消極的な評価を受ける可能性が否定できず、対象者の株主の皆様にマイナス

の影響を生じさせるおそれがあります。 

さらに、対象者は、上記のとおり平成16年３月にマザーズ市場に株式を上場し、ブランド力の向上、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、様々なメリットを享受してま

いりましたが、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
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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、株式の上場を

維持することが対象者の経営上の負担となる可能性があります。 

以上の検討を踏まえ、対象者の代表取締役社長である石田誠氏は、平成23年８月頃から、本取引について

具体的な検討を開始し、対象者が今後も株式の上場を維持するメリット、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、ＭＢＯの手法により、公開買付者が、石田誠氏応

募対象外株式等及び対象者が所有する自己株式を除く、対象者の発行済普通株式（本新株予約権の行使によ

り発行又は移転される対象者普通株式を含みます。）並びに本新株予約権の全てを取得することにより、対

象者の株式を非公開化し、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上記の対象者の事業構造の抜本的な改革及び

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、対象者に対し、平成23年 10月 31

日に、本公開買付けを含む本取引に関する提案（本公開買付価格についての条件提示を除く）を行い、これ

に加え、平成 23 年 11 月 28 日には、本公開買付価格についての提案を行い、公開買付者は、平成 23 年 12

月５日に、本公開買付けを実施することを決定しました。 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、以下のとおり検討しております。 

（ｉ）普通株式 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、対象者普通株式のマザーズ市場における過去

６ヶ月間及び直近の市場価格の推移、対象者が開示している財務情報等の資料、対象者に対して実施し

た買収監査（デュー・ディリジェンス）の結果などを基に、過去１年間における発行者以外の者による

公開買付けの事例におけるプレミアム率を参考にしながら、対象者との協議・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本公開買付けの見通し等を勘案し、本公開買付価格を１株当たり

50,000円に決定しました。 

なお、公開買付者は、本公開買付価格の決定に際し、上記のとおり、財務情報等の一般に公開されて

いる情報に基づきつつ類似事例におけるプレミアム率を参考にする等、対象者の株式価値に関する諸要

素を総合的に考慮した上で、対象者との真摯な協議・交渉の結果等を踏まえて本公開買付価格を決定し

ており、また、公開買付者の代表取締役である石田誠氏は対象者の行っている事業の業界に精通してい

ることから、対象者と事業内容等が類似する上場会社６社の財務指標（ＰＥＲ（注２）、ＰＢＲ（注

３）、ＥＢＩＴ倍率（注４）、ＥＢＩＴＤＡ倍率（注５））を用いて株価との比率を比較したところ、

本公開買付価格は、類似する上場会社６社の平均値（ＰＥＲ：約 8.0 倍、ＰＢＲ：約 0.6 倍、ＥＢＩＴ

倍率：約 4.5 倍、ＥＢＩＴＤＡ倍率：約 3.3 倍）を上回るもの（本公開買付価格での対象者における倍

率：ＰＥＲ：約 10.5 倍、ＰＢＲ：約 0.8 倍、ＥＢＩＴ倍率：約 9.6 倍、ＥＢＩＴＤＡ倍率：約 5.6

倍）であったことから、少数株主の利益は十分に確保されていると判断し、第三者機関の算定書は取得

しておりません。 

本公開買付価格50,000円は、マザーズ市場における公開買付者が本公開買付けの開始を決議した日の

前営業日である平成 23 年 12 月２日の対象者普通株式の終値である 40,500 円、同日までの対象者普通

株式の終値の過去１ヶ月単純平均値 39,715 円（小数点以下四捨五入、以下同じとします。）、過去

３ヶ月単純平均値 37,236 円及び過去６ヶ月単純平均値 36,355 円に対して、それぞれ、23％（小数点以

下四捨五入、以下同じとします。）、26％、34％及び38％のプレミアムを加えた価格です。 

 

（ⅱ）新株予約権 

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、対象者の取締役、監査役又

は従業員に対してストックオプションとして発行されたものです。本新株予約権の行使の条件として、

新株予約権者は行使時において、対象者の取締役、監査役又は従業員であることを要するものとされ、

また、新株予約権者が本新株予約権を譲渡する時には対象者取締役会の承認を要するものとされていま

す。従って、公開買付者が本公開買付けにおいて本新株予約権を取得したとしても、これを行使できな

いと解されることから、本新株予約権の買付価格を１個当たり１円と決定しました。 

なお、石田誠氏は、本公開買付け終了後も、特段の事情がない限り、継続して対象者の経営にあたること

を予定しております。また、公開買付者は、本公開買付け実施後に対象者の経営体制を大幅に変更する予定

は有しておりませんが、その詳細については、今後対象者と協議しながら決定していく予定です。 

 

（注２）株式時価総額÷当期純利益（以下同じです。） 

（注３）株式時価総額÷簿価純資産（以下同じです。） 

（注４）（株式時価総額＋有利子負債＋少数株主持分－現預金－有価証券）÷営業利益（以下同じです。） 

（注５）（株式時価総額＋有利子負債＋少数株主持分－現預金－有価証券）÷（営業利益＋減価償却費等）

（以下同じです。） 
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（３）本公開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ＭＢＯの手法による本取引の一環として行われるものであり、

構造的な利益相反の問題が存在すること等を認識しており、本公開買付価格の公正性及び本新株予約権に係

る買付け等の価格の担保、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、主として下記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

実施いたしました。 

 

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ると、対象者は、公開買付者が提示することとなる本公開買付価格の公正性を

判断するための基礎資料とするべく、公開買付者及び対象者から独立した第三者機関であり、かつ対象者の

関連当事者にも該当しない山田ビジネスコンサルティング株式会社（以下「対象者算定機関」といいま

す。）に対象者の株式価値の算定を依頼し、対象者算定機関より株式価値算定書を取得したとのことです

（ただし、公正性に関する評価（いわゆるフェアネス・オピニオン）は取得していないとのことです。）。 

対象者プレスリリースによれば、対象者算定機関が当該株式価値の分析に用いた手法は、市場株価法、類

似会社比準法、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。）であり、

各々の手法により算定された対象者の普通株式の1株あたりの価値は、以下のとおりとのことです。 

(a) 市場株価法：36,355円～39,715円 

市場株価法では、平成23年 12月２日を基準日として、対象者の株価終値の１ヶ月平均、３ヶ月平均

及び６ヶ月平均を基に、対象者の普通株式の１株あたりの価値を、36,355 円～39,715 円と算定してい

るとのことです。 

(b) 類似会社比準法：44,205円～47,766円 

類似会社比準法とは、対象者と事業内容が類似する上場会社の市場株価や収益性等を示す財務指標と

の比較を通じて対象者の株式価値を算定する手法であり、これにより対象者の普通株式の 1 株あたりの

価値を、44,205円～47,766円と算定しているとのことです。 

(c) DCF法：44,774円～57,262円 

DCF 法とは、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、対象者の資本コストなど一

定の割引率で現在価値に割引いて対象者の企業価値や株式価値を分析する手法であり、これにより対象

者の普通株式の1株あたりの価値は、44,774円～57,262円と算定しているとのことです。 

 

② 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ると、対象者は、リーガルアドバイザーとして、対象者及び公開買付者から独

立した第三者である、かつま法律事務所を選任し、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の法的助言について依頼しました。対象者は、かつま法律事務所から法的意

見書を入手し、かつ適宜法的助言を受けながら、本公開買付けを含む本取引の是非及び本公開買付価格を含

む諸条件等につき慎重に協議・検討を行ったとのことです。 

 

③ 対象者における特別委員会の設置 

対象者プレスリリースによると、対象者の取締役会は、本公開買付けに係る対象者の意思決定の恣意性を

排除し、公正な意思決定過程を確立するため、平成 23 年 11 月 16 日、対象者及び公開買付者から独立性を

有する現対象者社外監査役である永野義一氏（永野義一法律事務所、弁護士）及び藤田和重氏（藤田公認会

計士事務所、公認会計士・税理士）の２名によって構成される特別委員会を設置することとし、（a）本公

開買付けを含む本取引により対象者の企業価値が向上するか否か、（b）本公開買付価格の公正性が担保さ

れているか否か、(c)本公開買付けを含む本取引が公正な手続きを通じて対象者の株主の利益に配慮されて

いるか否かについて、特別委員会に対し諮問したとのことです。 

これを受け特別委員会は、上記（a）から（c）の事項の検討の参考とするため、平成 23 年 11 月 24 日に、

対象者のリーガルアドバイザーであるかつま法律事務所から、上記（a）から（c）の事項を検討する際の留

意点の説明を受けたうえ、かつま法律事務所と適正な本公開買付価格の考え方（市場株価法・類似会社比準

法・DCF 法のうちどれを重視するべきか）や本公開買付けを含む本取引により対象者の企業価値が向上する

か否か等について質疑応答を行ったとのことです。また、特別委員会は、平成 23 年 11 月 28 日に、対象者

の代表取締役社長である石田誠氏に対し、本公開買付けを含む本取引の背景、意義・目的等について質疑応

答を行うとともに、対象者算定機関が作成した株式価値算定書の結果について、対象者算定機関から説明を

受けているとのことです。さらに、平成 23 年 12 月５日には、かつま法律事務所より法的意見書も取得して

いるとのことです。 

以上のような経緯で上記（a）から（c）の事項について慎重に検討を行った結果、特別委員会は、平成 23

年 12 月５日に、（a）本公開買付けを含む本取引は対象者の企業価値向上に資するものであること、（b）
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本公開買付価格の公正性は確保されていること、(c)本公開買付けを含む本取引の手続きの公正性には特段

の疑義はなく、対象者の株主の利益に配慮されていると判断し、対象者に対し、その旨の答申を行ったとの

ことです。 

 

④ 利害関係を有しない対象者の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ると、対象者の取締役会は、かつま法律事務所から受けた法的意見書及び法的

助言並びに対象者算定機関から取得した株式価値算定書の内容を踏まえつつ、特別委員会からの答申の内容

を最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。そして、その結果、本公開買付けを含む本取引は、対象者の企業価

値の向上に資するものであり、また、公開買付者との交渉を経て決定された本公開買付けの買付条件(本公

開買付価格を含みます。)が妥当であり、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の売

却の機会を提供するものであると判断し、平成 23 年 12 月５日開催の取締役会において、対象者の代表取締

役社長である石田誠氏を除く取締役全員の一致で、本公開買付けに賛同の意見を表明すること及び対象者の

株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を勧めることを決議したとのことです。一方で、本新株予約権に

ついては、ストックオプションとして発行されたものであることから、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、本新株予約権の所有者の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。 

また、上記取締役会には全ての監査役が出席し、監査役全員が、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、対象者プレスリリースによると、対象者の代表取締役社長である石田誠氏は、本公開買付けを含む

本取引において、対象者との間で構造的な利益相反状態にあり、特別の利害関係を有することに鑑み、本公

開買付けの賛同決議を含む本取引に関して開催された対象者の全ての取締役会について、その審議及び決議

には、一切参加しておらず、また、対象者の取締役の立場において公開買付者との協議及び交渉にも参加し

ていないとのことです。 

 

⑤ 比較的長期の公開買付期間の設定 

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（3,750 株）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（3,750 株）は、対象者の第 13 期第２四半期報告書（平成 23 年 11

月７日提出）に記載された平成 23 年９月 30 日現在の発行済株式総数（16,990 株）と対象者が平成 23 年６

月 27 日に提出した第 12期有価証券報告書に記載された平成 23年３月 31 日現在の本新株予約権の目的とな

る対象者普通株式の最大数（170 株）の合計（17,160 株）から、石田誠氏応募対象外株式等（4,612 株）及

び上記第２四半期報告書に記載された対象者が同日現在所有する自己株式数（5,050 株）を除いた数（7,498

株）の過半数以上に相当する株式数（3,750 株、所有割合：30.97％）としております。なお、対象者によれ

ば、第 13 期第１四半期及び第２四半期期中に本新株予約権の権利行使はなされておらず、本新株予約権の

目的となる対象者普通株式の数及びそれに係る議決権の数は、平成 23 年３月 31 日から同年９月 30 日の間

に変動していないとのことです。 

このように、公開買付者は、石田誠氏以外の株主及び本新株予約権の保有者から過半数を超える賛同が得

られない場合には本公開買付けを行わないこととし、対象者の株主及び本新株予約権の保有者の意思を尊重

した買付予定数の下限の設定を行っております。 

 

（４）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いて） 

公開買付者は、本公開買付けにより石田誠氏応募対象外株式等及び対象者が所有する自己株式を除く、対

象者の発行済普通株式（本新株予約権の行使により発行又は移転される対象者普通株式を含みます。）並び

に本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下に述べる方法により、対

象者の株主を公開買付者及び石田誠氏のみとするための手続を実施することを企図しております。 

具体的には、本公開買付けの成立した後、公開買付者は、①対象者において普通株式とは別個の種類の株

式を発行できる旨の定款の一部変更を行い、対象者を会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含み
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ます。以下同じです。）の規定する種類株式発行会社とすること、②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

付す旨の定款の一部変更を行うこと、及び③対象者の当該全部取得条項の付された普通株式の全て（但し、

対象者が所有する自己株式を除きます。）の取得と引換えに別個の種類の対象者の株式を交付することのそ

れぞれを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を、平成 24 年４月を目途

として開催することを、対象者に対して要請する予定です。 

また、本臨時株主総会にて上記①の付議議案の承認決議がなされ、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るところ、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の承認に係る

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（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、公開買付者は、

対象者に対し、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

主総会の開催を要請する予定です。 

本公開買付けが成立した場合には、公開買付者及び石田誠氏の所有株式の合計は少なくとも 8,362 株（所

有割合 69.05％）となる予定であり、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、

公開買付者及び石田誠氏は、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。 

上記の各手続が実行された場合には、対象者普通株式は全て全部取得条項が付されたうえで、その全て

（但し、対象者が所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。）には当該普通株式の取得の対価として対象者の別個の種類の株式が交付されることに

なりますが、交付されるべき当該対象者の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対象者

の株主に対しては、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。）に相当する当該対象者の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

当該対象者の別個の種類の株式の売却の結果、当該各株主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普通株式の取得の対価と

して交付される対象者株式の種類及び数は現在未定ですが、対象者は、かかる株式の数について、公開買付

者及び石田誠氏のみが対象者の発行済株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式を除きます。）を所有

することとなるよう、公開買付者及び石田誠氏以外の対象者の株主で本公開買付けに応募されなかった株主

に対して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に決定される予定です。 

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、最終的には裁判所が判断することになります。 

また、対象者の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付し、当該株式を全て取得するのと引換えに別

個の種類の対象者の株式を交付するという上記の方法については、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。

但し、上記方法を変更する場合でも、公開買付者及び石田誠氏のみが対象者の発行済株式の全て（但し、対

象者が所有する自己株式を除きます。）を所有することとなるよう、公開買付者及び石田誠氏以外の対象者

の株主で本公開買付けに応募されなかった株主に対しては、最終的に金銭のみ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普通株

式１株当たりの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、対象者が速やかに公表する予定です。 

公開買付者は、上記の各手続の実行後に、平成24年８月を目処として、対象者との間で吸収合併を行うこ

とを予定しておりますが、その具体的な日程等の詳細については未定です。 

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賛同を勧誘するもの

では一切ありません。 

本公開買付けにおいて本新株予約権の全てを取得できず、かつ、本新株予約権が行使されずに残存した場

合には、公開買付者は、対象者に対して、本新株予約権の無償による取得、本新株予約権の権利者に対する

本新株予約権の放棄等の推奨等、本取引の実行に合理的に必要な手続等の実施を要請する予定です。 
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（５）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、現在、マザーズ市場に上場していますが、公開買付者は本公開買付けにおいて買付け

を行う株券等の数に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、対象者普通株式は東京証券

取引所の上場廃止基準に従い、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

完了時点で当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けが成立した場合、その後上記「（４）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いて）」に記載の各手続を実行することに

より、公開買付者は、対象者普通株式の全てを保有することを企図していますので、その場合、対象者普通

株式は東京証券取引所の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、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ができなくなります。 

 

（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等に係る重要な合意に関する事項 

公開買付者は、石田誠氏との間で、平成 23 年 12 月５日付で本件合意書を締結しております。本件合意書

の概要は以下のとおりです。 

・石田誠氏は、その所有する対象者の普通株式及び本新株予約権について、本公開買付けに応募しない。 

・石田誠氏は、本公開買付けが成立した場合、本臨時株主総会及び本種類株主総会において、公開買付

者の指示に従い、その所有する対象者普通株式に係る議決権を行使する。 

 

 

２．買付け等の概要 

（１）対象者の概要 

① 商 号 株式会社アップガレージ 

② 事 業 内 容 

・中古カー、バイク用品（アフターパーツ）売買直営店舗展開 

・中古カー、バイク用品FC本部 

・システムソリューションサービス 

・自動車関連新規事業企画、立案 

・前各号に付随するサービス、業務 

③ 設 立 年 月 日 平成11年４月２日 

④ 本 店 所 在 地 東京都町田市鶴間1706番地１ 

⑤ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 石田 誠 

⑥ 資 本 金 268百万円 

石田 誠 26.96％ 

石田 秀昭 6.98％ 

井出 浩司 4.70％ 

大川 政治 1.68％ 

兵頭 健一 1.10％ 

小宮 毅 1.04％ 

青木 尚 0.70％ 

楠本 秀作 0.62％ 

田中 幹夫 0.52％ 

⑦ 
大 株 主 及 び 持 株 比 率 

（平成 23 年９月 30 日現在） 

西山 竜二 0.52％ 

資 本 関 係

対象者の主要株主でありかつ代表取締役社長である

石田誠氏は、公開買付者の議決権の100％を所有し

ております。 

人 的 関 係
公開買付者の代表取締役である石田誠氏は、対象者

の代表取締役社長を兼務しております。 

取 引 関 係

公開買付者と対象者との間には、記載すべき取引関

係はありません。また、公開買付者の関係者及び関

係会社と対象者の関係者及び関係会社の間には、特

筆すべき取引関係はありません。 

⑧ 
買 付 者 と 対 象 者 の 

関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況

対象者の主要株主でありかつ代表取締役社長である

石田誠氏は、公開買付者の議決権の100％を所有し

ておりますので、関連当事者に該当します。 
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（２）買付け等の期間 

① 日程 

取 締 役 会 決 議 平成23年12月５日（月曜日） 

公 開 買 付 開 始 公 告 日

平成23年12月６日（火曜日） 

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12月６日（火曜日） 

 

② 届出当初の買付け等の期間 

平成23年12月６日（火曜日）から平成24年１月24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 

該当事項はありません。 

 

（３）買付け等の価格 

① 普通株式１株につき、50,000円 

② 本新株予約権１個につき、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、本公開買付価格を決定するにあたり、対象者普通株式のマザーズ市場における過去６ヶ

月間及び直近の市場価格の推移、対象者が開示している財務情報等の資料、対象者に対して実施した買

収監査（デュー・ディリジェンス）の結果などを基に、過去１年間における発行者以外の者による公開

買付けの事例におけるプレミアム率を参考にしながら、対象者との協議・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本公開買付けの見通し等を勘案し、本公開買付価格を１株当たり 50,000

円に決定しました。 

なお、公開買付者は、本公開買付価格の決定に際し、上記のとおり、財務情報等の一般に公開されてい

る情報に基づきつつ類似事例におけるプレミアム率を参考にする等、対象者の株式価値に関する諸要素

を総合的に考慮した上で、対象者との真摯な協議・交渉の結果等を踏まえて本公開買付価格を決定して

おり、また、公開買付者の代表取締役である石田誠氏は対象者の行っている事業の業界に精通している

ことから、対象者と事業内容等が類似する上場会社６社の財務指標（ＰＥＲ、ＰＢＲ、ＥＢＩＴ倍率、

ＥＢＩＴＤＡ倍率）を用いて株価との比率を比較したところ、本公開買付価格は、類似する上場会社６

社の平均値（ＰＥＲ：約 8.0 倍、ＰＢＲ：約 0.6 倍、ＥＢＩＴ倍率：約 4.5 倍、ＥＢＩＴＤＡ倍率：約

3.3 倍）を上回るもの（本公開買付価格での対象者における倍率：ＰＥＲ：約 10.5 倍、ＰＢＲ：約 0.8

倍、ＥＢＩＴ倍率：約 9.6 倍、ＥＢＩＴＤＡ倍率：約 5.6 倍）であったことから、少数株主の利益は十

分に確保されていると判断し、第三者機関の算定書は取得しておりません。 

本公開買付価格 50,000 円は、マザーズ市場における公開買付者が本公開買付けの開始を決議した日の

前営業日である平成 23 年 12 月２日の対象者普通株式の終値である 40,500 円、同日までの対象者普通株

式の終値の過去１ヶ月単純平均値 39,715 円、過去３ヶ月単純平均値 37,236 円及び過去６ヶ月単純平均

値36,355円に対して、それぞれ、23％、26％、34％及び38％のプレミアムを加えた価格です。 

 

（ⅱ）新株予約権 

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、対象者の取締役、監査役又は

従業員に対してストックオプションとして発行されたものです。本新株予約権の行使の条件として、新株

予約権者は行使時において、対象者の取締役、監査役又は従業員であることを要するものとされ、また、

新株予約権者が本新株予約権を譲渡する時には対象者取締役会の承認を要するものとされています。従っ

て、公開買付者が本公開買付けにおいて本新株予約権を取得したとしても、これを行使できないと解され

ることから、本新株予約権の買付価格を１個当たり１円と決定しました。 
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② 算定の経緯 

（買付価格の決定に至る経緯） 

対象者は、株式会社オートフリーク（昭和 58 年３月設立、本社所在地：神奈川県川崎市、事業内容：中

古自動車の販売）の中古カー用品販売部門が独立する形で、平成 11 年４月に東京都町田市に設立され、平

成16年３月にマザーズ市場に上場した株式会社です。 

対象者は、設立当初より中古カー用品に特化し、消費者ニーズに徹底的に応えるべく、日本全国の幹線

道路を主体とした積極的な新規出店を継続し、昨年、日本国内のアップガレージグループの総店舗数が

100 店舗を突破し、平成 23 年３月期において 112 店舗となりました。さらに、対象者は、豊富な商品を有

することで競合他社との大きな差別化を図り、中古カー用品専業企業として、今日の経営基盤を築いてま

いりました。 

しかし近年、日本経済は、景気の一部に持ち直しの兆しがみえるものの、原油の高騰や長期化する円

高・デフレ、厳しい雇用環境などにより、先行きが不透明な状況が続いております。加えて、本年３月に

発生した東日本大震災は東北地方に多大な被害を与え、今後の景気動向をより不透明にすることとなりま

した。一方で、消費者の低価格志向、環境を考慮したリユース・リサイクル意識の高まりから、今後、中

古カー用品市場の拡大が期待され、このような状況において、対象者は、新規出店、インターネットを利

用した通信販売による規模拡大と既存店舗の収益性向上により、強固なブランドを確立し、高成長、高収

益な店舗運営体制の構築が最大の課題であると考えており、中古カー用品市場の寡占化が進む中、事業の

拡大及び今後の市場活性化に努める必要があります。また、インターネットを利用した通信販売市場の拡

大が、対象者の WEB サイトを利用した通信販売においても大きく寄与しておりますが、この市場拡大が、

インターネットオークションを利用した個人間売買を活性化させ、商品仕入の価格面において、厳しく影

響することが予想されます。そのため、必要に応じたスクラップアンドビルド、サービスメニューの充実、

販路拡大等を行い、売上・利益の確保、広告宣伝活動の充実により幅広い顧客層の取り込みを行うことが

要求されています。今後は、これら既存ビジネスの拡大を行いつつ、新たな事業分野への進出等により事

業基盤の強化に積極的に取り組むことが必要不可欠であると考えられます。 

このような課題に対処すべく、対象者は、販売面について店頭での商品販売はもちろんのこと、イン

タ ー ネ ッ ト を 利 用 し た 通 信 販 売 に つ い て も 重 点 を お き 、 自 社 開 発 し た WEB サ イ ト

（http://www.upgarage.com/）のシステム整備及び拡充のための開発投資を積極的に行い、消費者の利便

性を重視しつつ、WEB サイト側からの有意義な情報発信、コンテンツの充実、掲載商品数の充実を図り、

顧客獲得を行ってまいりました。また、携帯電話の急速な普及により、携帯サイト（ｅ-ＵＰ）での通信販

売についても、販売経路として重要な役割を担っており、WEB サイトと同様に、コンテンツ充実等の施策

を講じております。さらに、近年においては、自動車関連企業を対象とした会員制の WEB 通信販売サイト

「アップガレージ卸売りサイト」を運営し、販路拡大、店舗の長期滞留在庫の解消を図っております。 

仕入面については、対象者は、商品仕入の殆どを占める一般消費者からの仕入を安定的に確保するため、

WEB サイト、電話での買取査定受付を強化し、店頭においても買取キャンペーン等の施策を実施しており

ます。 

また、対象者は、前述の販売経路の拡大の施策を実施しつつ、さらなる収益拡大を図るため、老朽化し

た既存店舗のスクラップアンドビルド、売場面積拡大のための移転、地域特性に合った業態への変更、若

者の車への関心が薄まる中で車に対する趣味趣向の強い消費者をターゲットとした店舗展開等を積極的に

行ってまいりました。 

しかしながら、販売面については、新品商品の低価格化が進んでおり、リユース商品との価格差が縮小

傾向にあること、また、対象者の WEB サイトでの販売規模は拡大しているものの、依然としてインター

ネットを利用したオークションサイトとの間で競合が生じていること等が、マイナスの影響を及ぼしてお

ります。また、仕入面についても、WEB サイト、電話での買取査定受付、店頭での買取キャンペーンを積

極的に行なっているものの、販売面と同様、インターネットを利用したオークションサイトとの間で競合

が生じております。 

さらに、対象者の店舗展開については、消費者ニーズに対応するため、新規出店を積極的に行ってまい

りましたが、一部店舗においては、売上拡大が望めるエリアであっても売場面積の拡大ができずに販売機

会の逸失を招いており、店舗のスクラップアンドビルド及び移転が、必ずしも順調には進んではおりませ

ん。 

上記のような厳しい状況から、対象者の売上規模の拡大は、出店店舗数の増加と共にコスト増加にも繋

がっており、対象者においては、依然として営業利益率の改善が遅れております。対象者が中長期的に安

定した収益を確保し、営業利益率の向上を図るためにも、商品の仕入から販売までの効率性を意識した店

舗運営、店舗運営費用及び間接部門の業務の見直し、スリム化による販売費一般管理費の削減を行ってい

く必要があります。また、これと併せて、従業員に対しては接客・マナー研修、豊富な商品知識習得のた

めの教育等を行い、店長を始めとする上層管理職に対してはより専門的な知識の習得のための教育を行う

ことで販売力を高めていくことが必要であると思われます。 

景気動向の先行きが不透明な経済状況下において、対象者がこのように中長期的な視点に立った抜本的
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な改革を行う場合、投資に伴うキャッシュフローの悪化や一時的な売上の伸び悩みにより、対象者の経営

に悪影響を与え、株式市場において消極的な評価を受ける可能性が否定できず、対象者の株主の皆様にマ

イナスの影響を生じさせるおそれがあります。 

さらに、対象者は、上記のとおり平成 16 年３月にマザーズ市場に株式を上場し、ブランド力の向上、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、様々なメリットを享受し

てまいりましたが、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、株式

の上場を維持することが対象者の経営上の負担となる可能性があります。 

以上の検討を踏まえ、対象者の代表取締役社長である石田誠氏は、平成 23 年８月頃から、本取引につい

て具体的な検討を開始し、対象者が今後も株式の上場を維持するメリット、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、ＭＢＯの手法により、公開買付者が、石

田誠氏応募対象外株式等及び対象者が所有する自己株式を除く、対象者普通株式の全てを取得することに

より、対象者の株式を非公開化し、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上記の対象者の事業構造の抜本

的な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、対象者に対し、平

成23年 10月 31 日に、本公開買付けを含む本取引に関する提案（本公開買付価格についての条件提示を除

く）を行い、これに加え、平成23年 11月 28日には、本公開買付価格についての提案を行い、公開買付者

は、平成23年12月５日に、本公開買付けを実施することを決定しました。 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、以下のとおり検討しております。 

（ｉ）普通株式 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、対象者普通株式のマザーズ市場における過去

６ヶ月間及び直近の市場価格の推移、対象者が開示している財務情報等の資料、対象者に対して実施

した買収監査（デュー・ディリジェンス）の結果などを基に、過去１年間における発行者以外の者に

よる公開買付けの事例におけるプレミアム率を参考にしながら、対象者との協議・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本公開買付けの見通し等を勘案し、本公開買付価格を１株

当たり50,000円に決定しました。 

なお、公開買付者は、本公開買付価格の決定に際し、上記のとおり、財務情報等の一般に公開され

ている情報に基づきつつ類似事例におけるプレミアム率を参考にする等、対象者の株式価値に関する

諸要素を総合的に考慮した上で、対象者との真摯な協議・交渉の結果等を踏まえて本公開買付価格を

決定しており、また、公開買付者の代表取締役である石田誠氏は対象者の行っている事業の業界に精

通していることから、対象者と事業内容等が類似する上場会社６社の財務指標（ＰＥＲ、ＰＢＲ、Ｅ

ＢＩＴ倍率、ＥＢＩＴＤＡ倍率）を用いて株価との比率を比較したところ、本公開買付価格は、類似

する上場会社６社の平均値（ＰＥＲ：約 8.0 倍、ＰＢＲ：約 0.6 倍、ＥＢＩＴ倍率：約 4.5 倍、ＥＢ

ＩＴＤＡ倍率：約 3.3 倍）を上回るもの（本公開買付価格での対象者における倍率：ＰＥＲ：約 10.5

倍、ＰＢＲ：約 0.8 倍、ＥＢＩＴ倍率：約 9.6 倍、ＥＢＩＴＤＡ倍率：約 5.6 倍）であったことから、

少数株主の利益は十分に確保されていると判断し、第三者機関の算定書は取得しておりません。 

本公開買付価格 50,000 円は、マザーズ市場における公開買付者が本公開買付けの開始を決議した日

の前営業日である平成23年 12月２日の対象者普通株式の終値である40,500円、同日までの対象者普

通株式の終値の過去１ヶ月単純平均値 39,715 円、過去３ヶ月単純平均値 37,236 円及び過去６ヶ月単

純平均値 36,355 円に対して、それぞれ、23％、26％、34％及び 38％のプレミアムを加えた価格です。 

 

（ⅱ）新株予約権 

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、対象者の取締役、監査役

又は従業員に対してストックオプションとして発行されたものです。本新株予約権の行使の条件とし

て、新株予約権者は行使時において、対象者の取締役、監査役又は従業員であることを要するものと

され、また、新株予約権者が本新株予約権を譲渡する時には対象者取締役会の承認を要するものとさ

れています。従って、公開買付者が本公開買付けにおいて本新株予約権を取得したとしても、これを

行使できないと解されることから、本新株予約権の買付価格を１個当たり１円と決定しました。 

 

（買付価格の公正性を担保するための措置） 

「１．買付け等の目的」の「（３）本公開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」をご参照ください。 

 

③ 算定機関との関係 

該当事項はありません。 
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（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 

7,498（株） 3,750（株） －（株） 

（注１）応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（3,750 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（3,750 株）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）本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。 

（注３）本公開買付けにより公開買付者が取得する株券等の最大数は、対象者の第 13 期第２四半期報告書

（平成23年11月７日提出）に記載された平成23年９月30日現在の発行済株式総数（16,990株）

と対象者の同日現在の本新株予約権の目的となる対象者普通株式の最大数（170 株）の合計

（17,160株）から、対象者が同日現在所有する自己株式数（5,050株）を除いた数（12,110株）に

なります。但し、公開買付者は、石田誠氏との間で、石田誠氏応募対象外株式等（4,612 株）につ

いて、本公開買付けに応募しない旨の本件合意書を締結しておりますので、上記「買付予定数」は、

上記最大数から石田誠氏応募対象外株式等（4,612 株）を除いた数（7,498 株）としております。

なお、対象者によれば、第 13 期第１四半期及び第２四半期期中に本新株予約権の権利行使はなさ

れておらず、本新株予約権の目的となる対象者普通株式の数及びそれに係る議決権の数は、平成23

年３月31日から同年９月30日の間に変動していないとのことです。 

（注４）公開買付期間の末日までに、旧商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 又は会社法第 238 条及び第

239 条の規定により発行された対象者のストックオプション制度にかかる新株予約権が行使される

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も本公開買付けの対象と

しております。 

 

（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 
4,612個

（買付け等前における株券等所有割合 38.08％）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
7,498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 11,932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（7,498 株）に係る

議決権の数です。 

（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、特別関係者が保有する株券

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、対象者の第 13 期第２四半期報告書（平成 23 年 11 月７日

提出）記載の総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては、本新株予約権について

も買付けの対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象

者の第 13 期第２四半期報告書（平成 23 年 11 月７日提出）に記載された平成 23 年９月 30 日現在

の発行済株式総数（16,990 株）と対象者の第 12 期有価証券報告書（平成 23 年６月 27 日提出）に

記載された平成 23 年３月 31 日現在の本新株予約権の目的となる対象者普通株式の最大数（170

株）の合計（17,160 株）から、上記第２四半期報告書に記載された対象者が同日現在所有する自己

株式数（5,050 株）を除いた数（12,110 株）に係る議決権の数である 12,110 個を分母として計算

しております。なお、対象者によれば、第 13 期第１四半期及び第２四半期期中に本新株予約権の

権利行使はなされておらず、本新株予約権の目的となる対象者普通株式の数及びそれに係る議決権

の数は、平成23年３月31日から同年９月30日の間に変動していないとのことです。 

（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」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 374,900,000円 
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（注）買付代金は、買付予定数（7,498 株）に、１株当たりの買付価格（50,000 円）を乗じた金額を記載し

ております。 

 

（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 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

 

② 決済の開始日 平成24年１月30日（月曜日） 

 

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（外国人株主等の

場合にはその常任代理人）の住所宛に郵送します。 

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

場合にはその常任代理人）の指示により、決済の開始日以降遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等

（外国人株主等の場合にはその常任代理人）の指定した場所へ送金します。 

 

④ 株券の返還方法 

後記「（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の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが

必要な株券等を、公開買付期間末日の翌々営業日（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）以後遅滞なく、公開買付代理人の応募株主口座上で、応募が行われた時の状態（応募が行われた

時の状態とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。）に戻します。新株

予約権については、応募に際して提出された書類を応募株主等（外国の居住者である新株予約権者の場

合はその常任代理人）に対して郵送又は交付します。 

 

（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 

応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（3,750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（3,750株）以上の場合には、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、第５号並びに同条第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。但し、公開買付期

間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、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 

対象者が公開買付期間中に、法第27条の６第１項第１号の規定により令第13条第１項に定める行為を

行った場合は、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。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合には、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、引下げ

後の買付け等の価格により買付けを行います。 
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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、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、公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者に本公開買付け

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（但し、

各営業店によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、

お手続ください。）。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に

指定する者に到達することを条件とします（但し、各営業店によって営業時間が異なります。事前にご利

用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続ください。）。 

 

解除書面を受領する権限を有する者 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

（その他のＳＭＢＣ日興証券株式会社国内各営業店） 

なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除に伴う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。 

 

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、その変更等の内容につき電子

公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困

難な場合は、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。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ことにより訂正します。 

 

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、公開買付期間の末日の翌日に、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、

さらに米国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、本公開買付けに係る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いたしませ

ん。 

本公開買付けに応募する方（外国人株主等の場合はその常任代理人）はそれぞれ、以下の表明・保証を

行うことを要求されます。 

応募者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、応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類を、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乃至交付に関して、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
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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、及び、他の者の裁量権のない

代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと（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12月６日（火曜日） 

 

（11）公開買付代理人 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

 

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、上記「１．買付け等の目的」の「（２）本公開買付けを実施する背

景、理由及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」、「（４）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いて）」及び「（５）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 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ると、対象者の取締役会は、かつま法律事務所から受けた法的意見書及び

法的助言並びに対象者算定機関から取得した株式価値算定書の内容を踏まえつつ、特別委員会からの答

申の内容を最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。そして、その結果、本公開買付けを含む本取引は、

対象者の企業価値の向上に資するものであり、また、公開買付者との交渉を経て決定された本公開買付

けの買付条件(本公開買付価格を含みます。)が妥当であり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対

して合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断し、平成 23 年 12 月５日開催の取締役会に

おいて、対象者の代表取締役社長である石田誠氏を除く取締役全員の一致で、本公開買付けに賛同の意

見を表明すること及び対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を勧めることを決議したとの

ことです。一方で、本新株予約権については、ストックオプションとして発行されたものであることか

ら、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、本新株予約権の所有者の皆様の

ご判断に委ねることを決議したとのことです。 

また、上記取締役会には全ての監査役が出席し、監査役全員が、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、対象者プレスリリースによると、対象者の代表取締役社長である石田誠氏は、本公開買付けを

含む本取引において、対象者との間で構造的な利益相反状態にあり、特別の利害関係を有することに鑑

み、本公開買付けの賛同決議を含む本取引に関して開催された対象者の全ての取締役会について、その

審議及び決議には、一切参加しておらず、また、対象者の取締役の立場において公開買付者との協議及

び交渉にも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 

公開買付者は、石田誠氏との間で、平成 23 年 12 月５日付で本件合意書を締結しております。本件合意

書の概要は以下のとおりです。 

・石田誠氏は、その所有する対象者の普通株式及び本新株予約権について、本公開買付けに応募しない。 

・石田誠氏は、本公開買付けが成立した場合、本臨時株主総会及び本種類株主総会において、公開買付

者の指示に従い、その所有する対象者普通株式に係る議決権を行使する。 

 

③ 本公開買付けを実施する背景及び理由、意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針 

「１．買付け等の目的」の「（２）本公開買付けを実施する背景、理由及び意思決定の過程並びに本公開

買付け後の経営方針」をご参照ください。 

 

④ 本公開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 

「１．買付け等の目的」の「（３）本公開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」をご参照ください。 
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（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 

対象者は、平成23年12月５日に「平成24年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」を公表してお

ります。当該公表によれば、対象者は、平成23年12月５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

を決議したとのことです。 

 

 

以 上 

 


