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平成 25 年７月 19 日 

各    位 

東 京 都 中 央 区 日 本 橋 1 丁 目 4 番 1 号

日本橋一丁目ビルディング（コレド日本橋）

株式会社シンプレクス・ホールディングス

代 表 取 締 役 社 長  金 子  英 樹

 （コード番号： 4340 東証 1部） 

問い合わせ先 執 行 役 員  山 本  元

T E L 0 3 － 3 2 7 8 － 6 8 2 9 （ 代 表 ）

 

（訂正）「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

当社が平成 25 年６月 13 日付で公表いたしました「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知

らせ」の内容を下記のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。 

また、上記平成 25 年６月 13 日付「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」に添付の、

株式会社ＳＣＫホールディングスにより公表された同日付「株式会社シンプレクス・ホールディ

ングス株式等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」について、本日、同社より、「公開

買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社シンプレクス・ホールディングス株式等に対す

る公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」

が公表されましたので、併せてお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

２．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（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 

（訂正前） 

＜前略＞ 

なお、公開買付者は、当社の創業メンバーであり主要株主である筆頭株主に該当する三上

芳宏氏（以下「三上氏」といいます。所有株式数：128,375 株、株式所有割合（当社が平成

25 年２月 12 日に提出した第 16 期第３四半期報告書（以下「当社第 16 期第３四半期報告書」

といいます。）に記載された平成 24 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 589,955 株に対する

所有株式数の割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。以下同じです。）：21.76％）、
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当社の第三位の大株主であり、かつ、当社の創業メンバーであり代表取締役社長である金子

英樹氏（以下「金子氏」といいます。所有株式数：37,085 株、株式所有割合：6.29％)、当社

の第四位の大株主であり取締役副社長である五十嵐充氏（以下「五十嵐氏」といいます。所

有株式数：29,675 株、株式所有割合：5.03％)及び当社の第五位の大株主であり当社の子会社

である株式会社シンプレクス・コンサルティングの執行役員である福山啓悟氏（以下「福山

氏」といいます。所有株式数：23,250 株、株式所有割合：3.94％)（以下、三上氏、金子氏、

五十嵐氏及び福山氏を総称して「応募予定株主」といいます。）との間で、平成 25 年６月 13

日付で公開買付応募契約書（以下「本応募契約書」といいます。）をそれぞれ締結しており、

これらの契約において、応募予定株主がそれぞれ所有する全ての当社普通株式（所有株式数：

合計 218,385 株、株式所有割合：合計 37.02％）及び五十嵐氏が保有する第３回新株予約権（49

個）を行使した結果、同氏が所有することとなる当社普通株式（1,225 株）について、本公開

買付けに応募していただく旨の同意を得ております。なお、金子氏は、所有する当社普通株

式 37,085 株のうち、33,185 株を野村信託銀行株式会社（以下「野村信託銀行｣といいます。）

に、1,150 株をソシエテジェネラル信託銀行株式会社（以下「ソシエテジェネラル信託銀行」

といいます。）に、2,750 株を大阪証券金融株式会社（以下「大証金」といいます。）にそれぞ

れ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、金子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。また、福山氏は、所有する当社普通株式 23,250 株のうち、7,000 株をソシエテジェネ

ラル信託銀行に、2,100 株を三田証券株式会社（以下「三田証券」といいます。）にそれぞれ

担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、福山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。金子氏及び福山氏によれば、本日現在、当該担保権の担保権者との間で、担保権を解除

することについての合意はなされていないとのことですが、本日以降、担保権解除に関する

交渉を行う予定であるとのことです。本応募契約書の概要については、下記「３．公開買付

者と当社の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項等」を

ご参照下さい。また、公開買付者は、金子氏及び五十嵐氏に本公開買付け後も当社の代表取

締役及び経営陣としての職務を遂行していただくことを予定しており、本公開買付けが成立

した場合、公開買付者の株主であるカーライル・ファンド及びＫ＆ＣＭ（以下、総称して「ス

ポンサーファンド」といいます。）は、金子氏及び五十嵐氏との間で本公開買付け後も当社の

代表取締役及び経営陣としての職務を遂行すること等を内容とする経営委任契約を締結する

ことを予定しています。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

＜前略＞ 

なお、公開買付者は、当社の創業メンバーであり主要株主である筆頭株主に該当する三上
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芳宏氏（以下「三上氏」といいます。所有株式数：128,375 株、株式所有割合（当社が平成

25 年２月 12 日に提出した第 16 期第３四半期報告書（以下「当社第 16 期第３四半期報告書」

といいます。）に記載された平成 24 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 589,955 株に対する

所有株式数の割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。以下同じです。）：21.76％）、

当社の第三位の大株主であり、かつ、当社の創業メンバーであり代表取締役社長である金子

英樹氏（以下「金子氏」といいます。所有株式数：37,085 株、株式所有割合：6.29％)、当社

の第四位の大株主であり取締役副社長である五十嵐充氏（以下「五十嵐氏」といいます。所

有株式数：29,675 株、株式所有割合：5.03％)及び当社の第五位の大株主であり当社の子会社

である株式会社シンプレクス・コンサルティングの執行役員である福山啓悟氏（以下「福山

氏」といいます。所有株式数：23,250 株、株式所有割合：3.94％)（以下、三上氏、金子氏、

五十嵐氏及び福山氏を総称して「応募予定株主」といいます。）との間で、平成 25 年６月 13

日付で公開買付応募契約書（以下「本応募契約書」といいます。）をそれぞれ締結しており、

これらの契約において、応募予定株主がそれぞれ所有する全ての当社普通株式（所有株式数：

合計 218,385 株、株式所有割合：合計 37.02％）及び五十嵐氏が保有する第３回新株予約権（49

個）を行使した結果、同氏が所有することとなる当社普通株式（1,225 株）について、本公開

買付けに応募していただく旨の同意を得ております。なお、金子氏は、所有する当社普通株

式 37,085 株のうち、33,185 株を野村信託銀行株式会社（以下「野村信託銀行｣といいます。）

に、1,150 株をソシエテジェネラル信託銀行株式会社（以下「ソシエテジェネラル信託銀行」

といいます。）に、2,750 株を大阪証券金融株式会社（以下「大証金」といいます。）にそれぞ

れ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、金子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。また、福山氏は、所有する当社普通株式 23,250 株のうち、7,000 株をソシエテジェネ

ラル信託銀行に、2,500 株を三田証券株式会社（以下「三田証券」といいます。）にそれぞれ

担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、福山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。金子氏及び福山氏によれば、平成 25 年７月 18 日を以って、当該担保権は全て解除され

たとのことです。本応募契約書の概要については、下記「３．公開買付者と当社の株主との

間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項等」をご参照下さい。また、

公開買付者は、金子氏及び五十嵐氏に本公開買付け後も当社の代表取締役及び経営陣として

の職務を遂行していただくことを予定しており、本公開買付けが成立した場合、公開買付者

の株主であるカーライル・ファンド及びＫ＆ＣＭ（以下、総称して「スポンサーファンド」

といいます。）は、金子氏及び五十嵐氏との間で本公開買付け後も当社の代表取締役及び経営

陣としての職務を遂行すること等を内容とする経営委任契約を締結することを予定していま

す。 

＜後略＞ 

 



 4

（５）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項） 

（訂正前） 

＜前略＞ 

公開買付者は、原則として平成 25 年 10 月頃を目処に本臨時株主総会及び本種類株主総会

を開催するよう、当社に要請することを予定しているとのことであり、当社は、本臨時株主

総会及び本種類株主総会の具体的な手続及び実施時期等については、決定次第、速やかに公

表する予定です。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

＜前略＞ 

公開買付者は、原則として平成 25 年９月頃を目処に本臨時株主総会及び本種類株主総会を

開催するよう、当社に要請することを予定しているとのことであり、当社は、本臨時株主総

会及び本種類株主総会の具体的な手続及び実施時期等については、決定次第、速やかに公表

する予定です。 

＜後略＞ 

 

３．公開買付者と当社の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事

項等 

（訂正前） 

公開買付者によれば、本公開買付けに際して、公開買付者は応募予定株主との間で、平成

25 年６月 13 日付で本応募契約書を締結し、それぞれが所有する当社普通株式の全て（五十嵐

氏が本日現在保有する第３回新株予約権（49 個）を行使した結果、所有することとなる当社

普通株式 1,225 株を含み、合計 219,610 株、所有割合：37.22％。以下、本項において同じと

します。）について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ているとのことです。なお、金子

氏は、所有する当社普通株式 37,085 株のうち、33,185 株を野村信託銀行に、1,150 株をソシ

エテジェネラル信託銀行に、2,750 株を大証金にそれぞれ担保として提供しておりますが、本

応募契約書においては、金子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。また、福山氏は、所有する当社

普通株式 23,250 株のうち、7,000 株をソシエテジェネラル信託銀行に、2,100 株を三田証券

にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、福山氏が当該担保権

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。金子氏及び福山氏によれば、本日現在、当該担保権の担保権者との間で、担

保権を解除することについての合意はなされていないとのことですが、本日以降、担保権解

除に関する交渉を行う予定であるとのことです。さらに、本応募契約書において、（i）三上

氏以外の応募予定株主との関係では、①本公開買付けが適法かつ有効に開始されており、撤
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回されていないこと、②本応募契約書締結日から本公開買付開始日までのいずれの時点にお

いても、本応募契約書において公開買付者が応募予定株主に対して行う表明及び保証（注１）

に重大な誤りが存在しないこと、③公開買付者について、本応募契約書に定める義務（注２）

の重要な違反が存しないことを前提条件として、また、（ii）三上氏との関係では、上記①乃

至③に加えて、④当社取締役会が独立委員会の意見を尊重の上、本公開買付けについて賛同

意見を表明し、かつこれを撤回していないことを前提条件として、各応募予定株主が所有す

る当社普通株式の全てを本公開買付けに応募する旨が定められているとのことです。なお、

本応募契約書には、応募予定株主が、その任意の裁量により、これらの前提条件を放棄の上、

本公開買付けに応募することができる旨も併せて定められているとのことです。また、本応

募契約書において、応募予定株主は、公開買付者の事前の書面による承諾がない限り、応募

を解除できないものとされているとのことです。 

（注１）本応募契約書において、公開買付者は、応募予定株主に対し、①本応募契約書の締

結及び履行、②法的拘束力及び強制執行可能性、③法令等との抵触の不存在、④許認

可等の取得又は履践について、表明及び保証を行っているとのことです。 

（注２）本応募契約書において、公開買付者は、秘密保持義務等の一般的な義務を負ってい

るとのことです。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

公開買付者によれば、本公開買付けに際して、公開買付者は応募予定株主との間で、平成

25 年６月 13 日付で本応募契約書を締結し、それぞれが所有する当社普通株式の全て（五十嵐

氏が本日現在保有する第３回新株予約権（49 個）を行使した結果、所有することとなる当社

普通株式 1,225 株を含み、合計 219,610 株、所有割合：37.22％。以下、本項において同じと

します。）について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ているとのことです。なお、金子

氏は、所有する当社普通株式 37,085 株のうち、33,185 株を野村信託銀行に、1,150 株をソシ

エテジェネラル信託銀行に、2,750 株を大証金にそれぞれ担保として提供しておりますが、本

応募契約書においては、金子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。また、福山氏は、所有する当社

普通株式 23,250 株のうち、7,000 株をソシエテジェネラル信託銀行に、2,500 株を三田証券

にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、福山氏が当該担保権

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。金子氏及び福山氏によれば、平成 25 年７月 18 日を以って、当該担保権は全

て解除されたとのことです。さらに、本応募契約書において、（i）三上氏以外の応募予定株

主との関係では、①本公開買付けが適法かつ有効に開始されており、撤回されていないこと、

②本応募契約書締結日から本公開買付開始日までのいずれの時点においても、本応募契約書

において公開買付者が応募予定株主に対して行う表明及び保証（注１）に重大な誤りが存在
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しないこと、③公開買付者について、本応募契約書に定める義務（注２）の重要な違反が存

しないことを前提条件として、また、（ii）三上氏との関係では、上記①乃至③に加えて、④

当社取締役会が独立委員会の意見を尊重の上、本公開買付けについて賛同意見を表明し、か

つこれを撤回していないことを前提条件として、各応募予定株主が所有する当社普通株式の

全てを本公開買付けに応募する旨が定められているとのことです。なお、本応募契約書には、

応募予定株主が、その任意の裁量により、これらの前提条件を放棄の上、本公開買付けに応

募することができる旨も併せて定められているとのことです。また、本応募契約書において、

応募予定株主は、公開買付者の事前の書面による承諾がない限り、応募を解除できないもの

とされているとのことです。 

（注１）本応募契約書において、公開買付者は、応募予定株主に対し、①本応募契約書の締

結及び履行、②法的拘束力及び強制執行可能性、③法令等との抵触の不存在、④許認

可等の取得又は履践について、表明及び保証を行っているとのことです。 

（注２）本応募契約書において、公開買付者は、秘密保持義務等の一般的な義務を負ってい

るとのことです。 

＜後略＞ 

 

 

（参考）平成 25 年７月 19 日付「公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社シンプ

レクス・ホールディングス株式等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正

及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」 

 

以 上 

 



-1- 

平成25年７月19日 
各  位 

会 社 名 株式会社ＳＣＫホールディングス 

代表者名 代表取締役 トーマス・マイルホーファー 
 

公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う 
「株式会社シンプレクス・ホールディングス株式等に対する公開買付けの開始に関する

お知らせ」の訂正及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ 
 

株式会社ＳＣＫホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）が、平成 25 年６月 13 日付で公表
した株式会社シンプレクス・ホールディングス（コード番号：4340 東証第一部、以下「対象者」といいま
す。）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。）に関して、平成
25年６月14日付で提出いたしました公開買付届出書（平成25年６月18 日付で提出した公開買付届出書の
訂正届出書により訂正された事項を含みます。）の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これ
を訂正するため、金融商品取引法（以下「法」といいます。）第 27 条の８第１項及び第２項に基づき公開買
付届出書の訂正届出書を平成 25 年７月 19 日付で関東財務局長に提出いたしました。これに伴い、平成 25
年６月 13 日付「株式会社シンプレクス・ホールディングス株式等に対する公開買付けの開始に関するお知
らせ」の内容を下記のとおり訂正いたします。 
また、平成25年６月14日付の「公開買付開始公告」の内容につき、下記のとおり訂正いたしますので、
併せてお知らせいたします。 
なお、本訂正は、法第27条の３第２項第１号に定義される買付条件等の変更ではございません。 
 

記 
 
Ⅰ 「株式会社シンプレクス・ホールディングス株式等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の
訂正の内容 

（訂正箇所には下線を付しております。） 

１．買付け等の目的等 

（1）本公開買付けの概要 

（訂正前） 
<前略> 

なお、公開買付者は、対象者の創業メンバーであり主要株主である筆頭株主に該当する三上芳

宏氏（以下「三上氏」といいます。所有株式数：128,375株、株式所有割合（対象者が平成25年２

月12日に提出した第16期第３四半期報告書（以下「対象者第16期第３四半期報告書」といいま

す。）に記載された平成24年12月31日現在の発行済株式総数589,955株に対する所有株式数の割合

（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。以下同じです。）：21.76％）、対象者の第三位の

大株主であり、かつ、対象者の創業メンバーであり代表取締役社長である金子英樹氏（以下「金

子氏」といいます。所有株式数：37,085株、株式所有割合：6.29％)、対象者の第四位の大株主で

あり取締役副社長である五十嵐充氏（以下「五十嵐氏」といいます。所有株式数：29,675株、株

式所有割合：5.03％)及び対象者の第五位の大株主であり対象者の子会社である株式会社シンプレ

クス・コンサルティングの執行役員である福山啓悟氏（以下「福山氏」といいます。所有株式

数：23,250株、株式所有割合：3.94％)（以下、三上氏、金子氏、五十嵐氏及び福山氏を総称して

「応募予定株主」といいます。）との間で、平成25年６月13日付で公開買付応募契約書（以下

「本応募契約書」といいます。）をそれぞれ締結しており、これらの契約において、応募予定株
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主がそれぞれ所有する全ての対象者普通株式（所有株式数：合計218,385株、株式所有割合：合計

37.02％）及び五十嵐氏が保有する第３回新株予約権（49個）を行使した結果、同氏が所有するこ

ととなる対象者普通株式（1,225株）について、本公開買付けに応募していただく旨の同意を得て

おります。なお、金子氏は、所有する対象者普通株式37,085株のうち、33,185株を野村信託銀行

株式会社（以下「野村信託銀行｣といいます。）に、1,150株をソシエテジェネラル信託銀行株式

会社（以下「ソシエテジェネラル信託銀行」といいます。）に、2,750株を大阪証券金融株式会社

（以下「大証金」といいます。）にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書にお

いては、金子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。また、福山氏は、所有する対象者普通株式23,250株の

うち、7,000株をソシエテジェネラル信託銀行に、2,100株を三田証券株式会社（以下「三田証

券」といいます。）にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、福山

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。金子氏及び福山氏によれば、本日現在、当該担保権の担保権者との

間で、担保権を解除することについての合意はなされていないとのことですが、本日以降、担保

権解除に関する交渉を行う予定であるとのことです。本応募契約書の概要については、下記

「（8）公開買付者と対象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関す

る事項」をご参照下さい。また、公開買付者は、金子氏及び五十嵐氏に本公開買付け後も対象者

の代表取締役及び経営陣としての職務を遂行していただくことを予定しており、本公開買付けが

成立した場合、公開買付者の株主であるカーライル・ファンド及びＫ＆ＣＭ（以下、総称して

「スポンサーファンド」といいます。）は、金子氏及び五十嵐氏との間で本公開買付け後も対象

者の代表取締役及び経営陣としての職務を遂行すること等を内容とする経営委任契約を締結する

ことを予定しています。 

<後略> 

 
（訂正後） 
<前略> 

なお、公開買付者は、対象者の創業メンバーであり主要株主である筆頭株主に該当する三上芳

宏氏（以下「三上氏」といいます。所有株式数：128,375株、株式所有割合（対象者が平成25年２

月12日に提出した第16期第３四半期報告書（以下「対象者第16期第３四半期報告書」といいま

す。）に記載された平成24年12月31日現在の発行済株式総数589,955株に対する所有株式数の割合

（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。以下同じです。）：21.76％）、対象者の第三位の

大株主であり、かつ、対象者の創業メンバーであり代表取締役社長である金子英樹氏（以下「金

子氏」といいます。所有株式数：37,085株、株式所有割合：6.29％)、対象者の第四位の大株主で

あり取締役副社長である五十嵐充氏（以下「五十嵐氏」といいます。所有株式数：29,675株、株

式所有割合：5.03％)及び対象者の第五位の大株主であり対象者の子会社である株式会社シンプレ

クス・コンサルティングの執行役員である福山啓悟氏（以下「福山氏」といいます。所有株式

数：23,250株、株式所有割合：3.94％)（以下、三上氏、金子氏、五十嵐氏及び福山氏を総称して

「応募予定株主」といいます。）との間で、平成25年６月13日付で公開買付応募契約書（以下

「本応募契約書」といいます。）をそれぞれ締結しており、これらの契約において、応募予定株

主がそれぞれ所有する全ての対象者普通株式（所有株式数：合計218,385株、株式所有割合：合計

37.02％）及び五十嵐氏が保有する第３回新株予約権（49個）を行使した結果、同氏が所有するこ

ととなる対象者普通株式（1,225株）について、本公開買付けに応募していただく旨の同意を得て

おります。なお、金子氏は、所有する対象者普通株式37,085株のうち、33,185株を野村信託銀行
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株式会社（以下「野村信託銀行｣といいます。）に、1,150株をソシエテジェネラル信託銀行株式

会社（以下「ソシエテジェネラル信託銀行」といいます。）に、2,750株を大阪証券金融株式会社

（以下「大証金」といいます。）にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書にお

いては、金子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。また、福山氏は、所有する対象者普通株式23,250株の

うち、7,000株をソシエテジェネラル信託銀行に、2,500株を三田証券株式会社（以下「三田証

券」といいます。）にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、福山

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。金子氏及び福山氏によれば、平成25年７月18日を以って、当該担保

権は全て解除されたとのことです。本応募契約書の概要については、下記「（8）公開買付者と対

象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項」をご参照下さ

い。また、公開買付者は、金子氏及び五十嵐氏に本公開買付け後も対象者の代表取締役及び経営

陣としての職務を遂行していただくことを予定しており、本公開買付けが成立した場合、公開買

付者の株主であるカーライル・ファンド及びＫ＆ＣＭ（以下、総称して「スポンサーファンド」

といいます。）は、金子氏及び五十嵐氏との間で本公開買付け後も対象者の代表取締役及び経営

陣としての職務を遂行すること等を内容とする経営委任契約を締結することを予定しています。 

<後略> 

 
（6）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項） 

（訂正前） 
<前略> 

公開買付者は、原則として平成25年10月頃を目処に本臨時株主総会及び本種類株主総会を開催

するよう、対象者に要請することを予定しており、対象者プレスリリースによれば、対象者は、

本臨時株主総会及び本種類株主総会の具体的な手続及び実施時期等については、決定次第、速や

かに公表する予定とのことです。 

<後略> 

 
（訂正後） 
<前略> 

公開買付者は、原則として平成25年９月頃を目処に本臨時株主総会及び本種類株主総会を開催

するよう、対象者に要請することを予定しており、対象者プレスリリースによれば、対象者は、

本臨時株主総会及び本種類株主総会の具体的な手続及び実施時期等については、決定次第、速や

かに公表する予定とのことです。 

<後略> 

 

（8）公開買付者と対象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 
（訂正前） 

本公開買付けに際して、公開買付者は応募予定株主との間で、平成25年６月13日付で本応募契

約書を締結し、それぞれが所有する対象者普通株式の全て（五十嵐氏が本日現在保有する第３回

新株予約権（49個）を行使した結果、所有することとなる対象者普通株式1,225株を含み、合計

219,610株、所有割合：37.22％。以下、本項において同じとします。）について、本公開買付け

に応募する旨の同意を得ております。なお、金子氏は、所有する対象者普通株式37,085株のうち、

33,185株を野村信託銀行に、1,150株をソシエテジェネラル信託銀行に、2,750株を大証金にそれ
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ぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、金子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。

また、福山氏は、所有する対象者普通株式23,250株のうち、7,000株をソシエテジェネラル信託銀

行に、2,100株を三田証券にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、

福山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。金子氏及び福山氏によれば、本日現在、当該担保権の担保権者

との間で、担保権を解除することについての合意はなされていないとのことですが、本日以降、

担保権解除に関する交渉を行う予定であるとのことです。さらに、本応募契約書において、

（ⅰ）三上氏以外の応募予定株主との関係では、①本公開買付けが適法かつ有効に開始されてお

り、撤回されていないこと、②本応募契約書締結日から本公開買付開始日までのいずれの時点に

おいても、本応募契約書において公開買付者が応募予定株主に対して行う表明及び保証（注１）

に重大な誤りが存在しないこと、③公開買付者について、本応募契約書に定める義務（注２）の

重要な違反が存しないことを前提条件として、また、（ⅱ）三上氏との関係では、上記①乃至③

に加えて、④対象者取締役会が独立委員会の意見を尊重の上、本公開買付けについて賛同意見を

表明し、かつこれを撤回していないことを前提条件として、各応募予定株主が所有する対象者の

普通株式の全てを本公開買付けに応募する旨が定められております。なお、本応募契約書には、

応募予定株主が、その任意の裁量により、これらの前提条件を放棄の上、本公開買付けに応募す

ることができる旨も併せて定められております。また、本応募契約書において、応募予定株主は、

公開買付者の事前の書面による承諾がない限り、応募を解除できないものとされています。 

（注１）本応募契約書において、公開買付者は、応募予定株主に対し、①本応募契約書の締結

及び履行、②法的拘束力及び強制執行可能性、③法令等との抵触の不存在、④許認可等の

取得又は履践について、表明及び保証を行っております。 

（注２）本応募契約書において、公開買付者は、秘密保持義務等の一般的な義務を負っており

ます。 

 
（訂正後） 

本公開買付けに際して、公開買付者は応募予定株主との間で、平成25年６月13日付で本応募契

約書を締結し、それぞれが所有する対象者普通株式の全て（五十嵐氏が本日現在保有する第３回

新株予約権（49個）を行使した結果、所有することとなる対象者普通株式1,225株を含み、合計

219,610株、所有割合：37.22％。以下、本項において同じとします。）について、本公開買付け

に応募する旨の同意を得ております。なお、金子氏は、所有する対象者普通株式37,085株のうち、

33,185株を野村信託銀行に、1,150株をソシエテジェネラル信託銀行に、2,750株を大証金にそれ

ぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、金子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。

また、福山氏は、所有する対象者普通株式23,250株のうち、7,000株をソシエテジェネラル信託銀

行に、2,500株を三田証券にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、

福山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。金子氏及び福山氏によれば、平成25年７月18日を以って、当該

担保権は全て解除されたとのことです。さらに、本応募契約書において、（ⅰ）三上氏以外の応

募予定株主との関係では、①本公開買付けが適法かつ有効に開始されており、撤回されていない

こと、②本応募契約書締結日から本公開買付開始日までのいずれの時点においても、本応募契約

書において公開買付者が応募予定株主に対して行う表明及び保証（注１）に重大な誤りが存在し

ないこと、③公開買付者について、本応募契約書に定める義務（注２）の重要な違反が存しない
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ことを前提条件として、また、（ⅱ）三上氏との関係では、上記①乃至③に加えて、④対象者取

締役会が独立委員会の意見を尊重の上、本公開買付けについて賛同意見を表明し、かつこれを撤

回していないことを前提条件として、各応募予定株主が所有する対象者の普通株式の全てを本公

開買付けに応募する旨が定められております。なお、本応募契約書には、応募予定株主が、その

任意の裁量により、これらの前提条件を放棄の上、本公開買付けに応募することができる旨も併

せて定められております。また、本応募契約書において、応募予定株主は、公開買付者の事前の

書面による承諾がない限り、応募を解除できないものとされています。 

（注１）本応募契約書において、公開買付者は、応募予定株主に対し、①本応募契約書の締結

及び履行、②法的拘束力及び強制執行可能性、③法令等との抵触の不存在、④許認可等の

取得又は履践について、表明及び保証を行っております。 

（注２）本応募契約書において、公開買付者は、秘密保持義務等の一般的な義務を負っており

ます。 

 
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 
（訂正前） 

本公開買付けに際して、公開買付者は、経営陣等との間で、平成25年６月13日付で本応募契約

書を締結し、それぞれが所有する対象者の普通株式の全て（五十嵐氏が本日現在保有する第３回

新株予約権（49個）を行使した結果、所有することとなる対象者の普通株式1,225株を含み、合計

91,235株、所有割合：15.46％。以下、本項において同じとします。）について、本公開買付けに

応募する旨の同意を得ております。なお、金子氏は、所有する対象者普通株式37,085株のうち、

33,185株を野村信託銀行に、1,150株をソシエテジェネラル信託銀行に、2,750株を大証金にそれ

ぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、金子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。

また、福山氏は、所有する対象者普通株式23,250株のうち、7,000株をソシエテジェネラル信託銀

行に、2,100株を三田証券にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、

福山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。金子氏及び福山氏によれば、本日現在、当該担保権の担保権者

との間で、担保権を解除することについての合意はなされていないとのことですが、本日以降、

担保権解除に関する交渉を行う予定であるとのことです。さらに、本応募契約書において、経営

陣等は、①本公開買付けが適法かつ有効に開始されており、撤回されていないこと、②本応募契

約書締結日から本公開買付開始日までのいずれの時点においても、本応募契約書において公開買

付者が経営陣等に対して行う表明及び保証（注１）に重大な誤りが存在しないこと、③公開買付

者について、本応募契約書に定める義務（注２）の重要な違反が存しないことを前提条件として、

経営陣等が所有する対象者の普通株式の全てを本公開買付けに応募する旨が定められております。

なお、本応募契約書には、経営陣等が、その任意の裁量により、これらの前提条件を放棄の上、

本公開買付けに応募することができる旨も併せて定められております。また、本応募契約書にお

いて、経営陣等は、公開買付者の事前の書面による承諾がない限り、応募を解除できないものと

されています。 

（注１）本応募契約書において、公開買付者は、経営陣等に対し、①本応募契約書の締結及び

履行、②法的拘束力及び強制執行可能性、③法令等との抵触の不存在、④許認可等の取得

又は履践について、表明及び保証を行っております。 
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（注２）本応募契約書において、公開買付者は、秘密保持義務等の一般的な義務を負っており

ます。 

<後略> 

 
（訂正後） 
本公開買付けに際して、公開買付者は、経営陣等との間で、平成25年６月13日付で本応募契約
書を締結し、それぞれが所有する対象者の普通株式の全て（五十嵐氏が本日現在保有する第３回
新株予約権（49個）を行使した結果、所有することとなる対象者の普通株式1,225株を含み、合計
91,235株、所有割合：15.46％。以下、本項において同じとします。）について、本公開買付けに
応募する旨の同意を得ております。なお、金子氏は、所有する対象者普通株式37,085株のうち、
33,185株を野村信託銀行に、1,150株をソシエテジェネラル信託銀行に、2,750株を大証金にそれ
ぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、金子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。
また、福山氏は、所有する対象者普通株式23,250株のうち、7,000株をソシエテジェネラル信託銀
行に、2,500株を三田証券にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、
福山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。金子氏及び福山氏によれば、平成25年７月18日を以って、当該
担保権は全て解除されたとのことです。さらに、本応募契約書において、経営陣等は、①本公開
買付けが適法かつ有効に開始されており、撤回されていないこと、②本応募契約書締結日から本
公開買付開始日までのいずれの時点においても、本応募契約書において公開買付者が経営陣等に
対して行う表明及び保証（注１）に重大な誤りが存在しないこと、③公開買付者について、本応
募契約書に定める義務（注２）の重要な違反が存しないことを前提条件として、経営陣等が所有
する対象者の普通株式の全てを本公開買付けに応募する旨が定められております。なお、本応募
契約書には、経営陣等が、その任意の裁量により、これらの前提条件を放棄の上、本公開買付け
に応募することができる旨も併せて定められております。また、本応募契約書において、経営陣
等は、公開買付者の事前の書面による承諾がない限り、応募を解除できないものとされています。 
（注１）本応募契約書において、公開買付者は、経営陣等に対し、①本応募契約書の締結及び

履行、②法的拘束力及び強制執行可能性、③法令等との抵触の不存在、④許認可等の取得
又は履践について、表明及び保証を行っております。 

（注２）本応募契約書において、公開買付者は、秘密保持義務等の一般的な義務を負っており
ます。 

<後略> 
 

 

Ⅱ 公開買付開始公告の訂正の内容 
（訂正箇所には下線を付しております。） 

１．公開買付けの目的 

 （1）本公開買付けの概要 

（訂正前） 
<前略> 

なお、公開買付者は、対象者の創業メンバーであり主要株主である筆頭株主に該当する三上芳

宏氏（以下「三上氏」といいます。所有株式数：128,375株、株式所有割合（対象者が平成25年２

月12日に提出した第16期第３四半期報告書（以下「対象者第16期第３四半期報告書」といいま

す。）に記載された平成24年12月31日現在の発行済株式総数589,955株に対する所有株式数の割合

（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。以下同じです。）：21.76％）、対象者の第三位の
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大株主であり、かつ、対象者の創業メンバーであり代表取締役社長である金子英樹氏（以下「金

子氏」といいます。所有株式数：37,085株、株式所有割合：6.29％)、対象者の第四位の大株主で

あり取締役副社長である五十嵐充氏（以下「五十嵐氏」といいます。所有株式数：29,675株、株

式所有割合：5.03％)及び対象者の第五位の大株主であり対象者の子会社である株式会社シンプレ

クス・コンサルティングの執行役員である福山啓悟氏（以下「福山氏」といいます。所有株式

数：23,250株、株式所有割合：3.94％)（以下、三上氏、金子氏、五十嵐氏及び福山氏を総称して

「応募予定株主」といいます。）との間で、平成25年６月13日付で公開買付応募契約書（以下

「本応募契約書」といいます。）をそれぞれ締結しており、これらの契約において、応募予定株

主がそれぞれ所有する全ての対象者普通株式（所有株式数：合計218,385株、株式所有割合：合計

37.02％）及び五十嵐氏が保有する第３回新株予約権（49個）を行使した結果、同氏が所有するこ

ととなる対象者普通株式（1,225株）について、本公開買付けに応募していただく旨の同意を得て

おります。なお、金子氏は、所有する対象者普通株式37,085株のうち、33,185株を野村信託銀行

株式会社（以下「野村信託銀行｣といいます。）に、1,150株をソシエテジェネラル信託銀行株式

会社（以下「ソシエテジェネラル信託銀行」といいます。）に、2,750株を大阪証券金融株式会社

（以下「大証金」といいます。）にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書にお

いては、金子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。また、福山氏は、所有する対象者普通株式23,250株の

うち、7,000株をソシエテジェネラル信託銀行に、2,100株を三田証券株式会社（以下「三田証

券」といいます。）にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、福山

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。金子氏及び福山氏によれば、本公告日現在、当該担保権の担保権者

との間で、担保権を解除することについての合意はなされていないとのことですが、本公告日以

降、担保権解除に関する交渉を行う予定であるとのことです。本応募契約書の概要については、

下記「（8）公開買付者と対象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に

関する事項」をご参照下さい。また、公開買付者は、金子氏及び五十嵐氏に本公開買付け後も対

象者の代表取締役及び経営陣としての職務を遂行していただくことを予定しており、本公開買付

けが成立した場合、公開買付者の株主であるカーライル・ファンド及びＫ＆ＣＭ（以下、総称し

て「スポンサーファンド」といいます。）は、金子氏及び五十嵐氏との間で本公開買付け後も対

象者の代表取締役及び経営陣としての職務を遂行すること等を内容とする経営委任契約を締結す

ることを予定しています。 

<後略> 

 
（訂正後） 
<前略> 

なお、公開買付者は、対象者の創業メンバーであり主要株主である筆頭株主に該当する三上芳

宏氏（以下「三上氏」といいます。所有株式数：128,375株、株式所有割合（対象者が平成25年２

月12日に提出した第16期第３四半期報告書（以下「対象者第16期第３四半期報告書」といいま

す。）に記載された平成24年12月31日現在の発行済株式総数589,955株に対する所有株式数の割合

（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。以下同じです。）：21.76％）、対象者の第三位の

大株主であり、かつ、対象者の創業メンバーであり代表取締役社長である金子英樹氏（以下「金

子氏」といいます。所有株式数：37,085株、株式所有割合：6.29％)、対象者の第四位の大株主で

あり取締役副社長である五十嵐充氏（以下「五十嵐氏」といいます。所有株式数：29,675株、株

式所有割合：5.03％)及び対象者の第五位の大株主であり対象者の子会社である株式会社シンプレ
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クス・コンサルティングの執行役員である福山啓悟氏（以下「福山氏」といいます。所有株式

数：23,250株、株式所有割合：3.94％)（以下、三上氏、金子氏、五十嵐氏及び福山氏を総称して

「応募予定株主」といいます。）との間で、平成25年６月13日付で公開買付応募契約書（以下

「本応募契約書」といいます。）をそれぞれ締結しており、これらの契約において、応募予定株

主がそれぞれ所有する全ての対象者普通株式（所有株式数：合計218,385株、株式所有割合：合計

37.02％）及び五十嵐氏が保有する第３回新株予約権（49個）を行使した結果、同氏が所有するこ

ととなる対象者普通株式（1,225株）について、本公開買付けに応募していただく旨の同意を得て

おります。なお、金子氏は、所有する対象者普通株式37,085株のうち、33,185株を野村信託銀行

株式会社（以下「野村信託銀行｣といいます。）に、1,150株をソシエテジェネラル信託銀行株式

会社（以下「ソシエテジェネラル信託銀行」といいます。）に、2,750株を大阪証券金融株式会社

（以下「大証金」といいます。）にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書にお

いては、金子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。また、福山氏は、所有する対象者普通株式23,250株の

うち、7,000株をソシエテジェネラル信託銀行に、2,500株を三田証券株式会社（以下「三田証

券」といいます。）にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、福山

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。金子氏及び福山氏によれば、平成25年７月18日を以って、当該担保

権は全て解除されたとのことです。本応募契約書の概要については、下記「（8）公開買付者と対

象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項」をご参照下さ

い。また、公開買付者は、金子氏及び五十嵐氏に本公開買付け後も対象者の代表取締役及び経営

陣としての職務を遂行していただくことを予定しており、本公開買付けが成立した場合、公開買

付者の株主であるカーライル・ファンド及びＫ＆ＣＭ（以下、総称して「スポンサーファンド」

といいます。）は、金子氏及び五十嵐氏との間で本公開買付け後も対象者の代表取締役及び経営

陣としての職務を遂行すること等を内容とする経営委任契約を締結することを予定しています。 

<後略> 

 
 （6）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項） 

（訂正前） 
<前略> 

公開買付者は、原則として平成25年10月頃を目処に本臨時株主総会及び本種類株主総会を開催

するよう、対象者に要請することを予定しており、対象者プレスリリースによれば、対象者は、

本臨時株主総会及び本種類株主総会の具体的な手続及び実施時期等については、決定次第、速や

かに公表する予定とのことです。 

<後略> 

 
（訂正後） 
<前略> 

公開買付者は、原則として平成25年９月頃を目処に本臨時株主総会及び本種類株主総会を開催

するよう、対象者に要請することを予定しており、対象者プレスリリースによれば、対象者は、

本臨時株主総会及び本種類株主総会の具体的な手続及び実施時期等については、決定次第、速や

かに公表する予定とのことです。 

<後略> 
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（8）公開買付者と対象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 
（訂正前） 

本公開買付けに際して、公開買付者は応募予定株主との間で、平成25年６月13日付で本応募契

約書を締結し、それぞれが所有する対象者普通株式の全て（五十嵐氏が本公告日現在保有する第

３回新株予約権（49個）を行使した結果、所有することとなる対象者普通株式1,225株を含み、合

計219,610株、所有割合：37.22％。以下、本項において同じとします。）について、本公開買付

けに応募する旨の同意を得ております。なお、金子氏は、所有する対象者普通株式37,085株のう

ち、33,185株を野村信託銀行に、1,150株をソシエテジェネラル信託銀行に、2,750株を大証金に

それぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、金子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。また、福山氏は、所有する対象者普通株式23,250株のうち、7,000株をソシエテジェネラル

信託銀行に、2,100株を三田証券にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書におい

ては、福山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。金子氏及び福山氏によれば、本公告日現在、当該担保権

の担保権者との間で、担保権を解除することについての合意はなされていないとのことですが、

本公告日以降、担保権解除に関する交渉を行う予定であるとのことです。さらに、本応募契約書

において、（ⅰ）三上氏以外の応募予定株主との関係では、①本公開買付けが適法かつ有効に開

始されており、撤回されていないこと、②本応募契約書締結日から本公開買付開始日までのいず

れの時点においても、本応募契約書において公開買付者が応募予定株主に対して行う表明及び保

証（注１）に重大な誤りが存在しないこと、③公開買付者について、本応募契約書に定める義務

（注２）の重要な違反が存しないことを前提条件として、また、（ⅱ）三上氏との関係では、上

記①乃至③に加えて、④対象者取締役会が独立委員会の意見を尊重の上、本公開買付けについて

賛同意見を表明し、かつこれを撤回していないことを前提条件として、各応募予定株主が所有す

る対象者の普通株式の全てを本公開買付けに応募する旨が定められております。なお、本応募契

約書には、応募予定株主が、その任意の裁量により、これらの前提条件を放棄の上、本公開買付

けに応募することができる旨も併せて定められております。また、本応募契約書において、応募

予定株主は、公開買付者の事前の書面による承諾がない限り、応募を解除できないものとされて

います。 

（注１）本応募契約書において、公開買付者は、応募予定株主に対し、①本応募契約書の締結

及び履行、②法的拘束力及び強制執行可能性、③法令等との抵触の不存在、④許認可等の

取得又は履践について、表明及び保証を行っております。 

（注２）本応募契約書において、公開買付者は、秘密保持義務等の一般的な義務を負っており

ます。 

 
（訂正後） 

本公開買付けに際して、公開買付者は応募予定株主との間で、平成25年６月13日付で本応募契

約書を締結し、それぞれが所有する対象者普通株式の全て（五十嵐氏が本公告日現在保有する第

３回新株予約権（49個）を行使した結果、所有することとなる対象者普通株式1,225株を含み、合

計219,610株、所有割合：37.22％。以下、本項において同じとします。）について、本公開買付

けに応募する旨の同意を得ております。なお、金子氏は、所有する対象者普通株式37,085株のう

ち、33,185株を野村信託銀行に、1,150株をソシエテジェネラル信託銀行に、2,750株を大証金に

それぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、金子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
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ます。また、福山氏は、所有する対象者普通株式23,250株のうち、7,000株をソシエテジェネラル

信託銀行に、2,500株を三田証券にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書におい

ては、福山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。金子氏及び福山氏によれば、平成25年７月18日を以って、

当該担保権は全て解除されたとのことです。さらに、本応募契約書において、（ⅰ）三上氏以外

の応募予定株主との関係では、①本公開買付けが適法かつ有効に開始されており、撤回されてい

ないこと、②本応募契約書締結日から本公開買付開始日までのいずれの時点においても、本応募

契約書において公開買付者が応募予定株主に対して行う表明及び保証（注１）に重大な誤りが存

在しないこと、③公開買付者について、本応募契約書に定める義務（注２）の重要な違反が存し

ないことを前提条件として、また、（ⅱ）三上氏との関係では、上記①乃至③に加えて、④対象

者取締役会が独立委員会の意見を尊重の上、本公開買付けについて賛同意見を表明し、かつこれ

を撤回していないことを前提条件として、各応募予定株主が所有する対象者の普通株式の全てを

本公開買付けに応募する旨が定められております。なお、本応募契約書には、応募予定株主が、

その任意の裁量により、これらの前提条件を放棄の上、本公開買付けに応募することができる旨

も併せて定められております。また、本応募契約書において、応募予定株主は、公開買付者の事

前の書面による承諾がない限り、応募を解除できないものとされています。 

（注１）本応募契約書において、公開買付者は、応募予定株主に対し、①本応募契約書の締結

及び履行、②法的拘束力及び強制執行可能性、③法令等との抵触の不存在、④許認可等の

取得又は履践について、表明及び保証を行っております。 

（注２）本応募契約書において、公開買付者は、秘密保持義務等の一般的な義務を負っており

ます。 

 
３．対象者又はその役員との本公開買付けに関する合意の有無  

（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 
（訂正前） 

本公開買付けに際して、公開買付者は、経営陣等との間で、平成25年６月13日付で本応募契約

書を締結し、それぞれが所有する対象者の普通株式の全て（五十嵐氏が本公告日現在保有する第

３回新株予約権（49個）を行使した結果、所有することとなる対象者の普通株式1,225株を含み、

合計91,235株、所有割合：15.46％。以下、本項において同じとします。）について、本公開買付

けに応募する旨の同意を得ております。なお、金子氏は、所有する対象者普通株式37,085株のう

ち、33,185株を野村信託銀行に、1,150株をソシエテジェネラル信託銀行に、2,750株を大証金に

それぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、金子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。また、福山氏は、所有する対象者普通株式23,250株のうち、7,000株をソシエテジェネラル

信託銀行に、2,100株を三田証券にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書におい

ては、福山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。金子氏及び福山氏によれば、本公告日現在、当該担保権

の担保権者との間で、担保権を解除することについての合意はなされていないとのことですが、

本公告日以降、担保権解除に関する交渉を行う予定であるとのことです。さらに、本応募契約書

において、経営陣等は、①本公開買付けが適法かつ有効に開始されており、撤回されていないこ

と、②本応募契約書締結日から本公開買付開始日までのいずれの時点においても、本応募契約書

において公開買付者が経営陣等に対して行う表明及び保証（注１）に重大な誤りが存在しないこ

と、③公開買付者について、本応募契約書に定める義務（注２）の重要な違反が存しないことを
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前提条件として、経営陣等が所有する対象者の普通株式の全てを本公開買付けに応募する旨が定

められております。なお、本応募契約書には、経営陣等が、その任意の裁量により、これらの前

提条件を放棄の上、本公開買付けに応募することができる旨も併せて定められております。また、

本応募契約書において、経営陣等は、公開買付者の事前の書面による承諾がない限り、応募を解

除できないものとされています。 

（注１）本応募契約書において、公開買付者は、経営陣等に対し、①本応募契約書の締結及び

履行、②法的拘束力及び強制執行可能性、③法令等との抵触の不存在、④許認可等の取得

又は履践について、表明及び保証を行っております。 

（注２）本応募契約書において、公開買付者は、秘密保持義務等の一般的な義務を負っており

ます。 

<後略> 

 
（訂正後） 
本公開買付けに際して、公開買付者は、経営陣等との間で、平成25年６月13日付で本応募契約
書を締結し、それぞれが所有する対象者の普通株式の全て（五十嵐氏が本公告日現在保有する第
３回新株予約権（49個）を行使した結果、所有することとなる対象者の普通株式1,225株を含み、
合計91,235株、所有割合：15.46％。以下、本項において同じとします。）について、本公開買付
けに応募する旨の同意を得ております。なお、金子氏は、所有する対象者普通株式37,085株のう
ち、33,185株を野村信託銀行に、1,150株をソシエテジェネラル信託銀行に、2,750株を大証金に
それぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書においては、金子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。また、福山氏は、所有する対象者普通株式23,250株のうち、7,000株をソシエテジェネラル
信託銀行に、2,500株を三田証券にそれぞれ担保として提供しておりますが、本応募契約書におい
ては、福山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。金子氏及び福山氏によれば、平成25年７月18日を以って、
当該担保権は全て解除されたとのことです。さらに、本応募契約書において、経営陣等は、①本
公開買付けが適法かつ有効に開始されており、撤回されていないこと、②本応募契約書締結日か
ら本公開買付開始日までのいずれの時点においても、本応募契約書において公開買付者が経営陣
等に対して行う表明及び保証（注１）に重大な誤りが存在しないこと、③公開買付者について、
本応募契約書に定める義務（注２）の重要な違反が存しないことを前提条件として、経営陣等が
所有する対象者の普通株式の全てを本公開買付けに応募する旨が定められております。なお、本
応募契約書には、経営陣等が、その任意の裁量により、これらの前提条件を放棄の上、本公開買
付けに応募することができる旨も併せて定められております。また、本応募契約書において、経
営陣等は、公開買付者の事前の書面による承諾がない限り、応募を解除できないものとされてい
ます。 
（注１）本応募契約書において、公開買付者は、経営陣等に対し、①本応募契約書の締結及び

履行、②法的拘束力及び強制執行可能性、③法令等との抵触の不存在、④許認可等の取得
又は履践について、表明及び保証を行っております。 

（注２）本応募契約書において、公開買付者は、秘密保持義務等の一般的な義務を負っており
ます。 

<後略> 
 
 
（ご参考）本公開買付けの概要 

１． 対象者名 

株式会社シンプレクス・ホールディングス 
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２． 買付け等の期間（届出当初の買付け等の期間） 

平成25年６月14日（金曜日）から平成25年８月５日（月曜日）まで（36営業日） 

３． 買付け等の価格 

（1）普通株式   １株につき金45,000円 
（2）本新株予約権 １個につき金１円 

４． 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 

616,343 （株） 393,567 （株） ─ （株） 

（注）本公開買付けの詳細は、平成25年６月13日公表の「株式会社シンプレクス・ホールディングス株式
等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載のとおりであります。 

以上 

 

【インサイダー規制】 
このプレスリリースに含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第167条第３項及び同施行令第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、本書面の
発表から12時間を経過するまでは、株式会社シンプレクス・ホールディングス株式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、あらかじめご了承く
ださい。 
 
【勧誘規制】 
このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的と
して作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説
明書をご覧いただいた上で、ご自身の判断で申込みを行ってください。このプレスリリースは、有価証券に
係る売却の申込みもしくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、こ
のプレスリリース（もしくはその一部）又はその配布の事実が本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。 
 
 
【将来に関する記述】 
このプレスリリースには、「期待」「予想」「意図」「予定」「考え」「見込み」等の表現を用いて、将
来に関する記述が含まれている場合があります。その中には、公開買付者や他の企業の将来の事業に関する
記述も含まれています。将来に関する記述は、公開買付者の経営陣による現時点での事業予測に係る見解に
基づくものであり、実際の結果は、将来の状況に応じて、記述内容と異なる場合があります。なお、公開買
付者は、このプレスリリースについて、このプレスリリース後に生じる事象や状況を反映させるために、そ
の将来に関する記述を更新する義務を負うものではありません。 
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