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（訂正）公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「豊商事株式会社株式（証券コード 8747）に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ
株式会社プロスペクト（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。
）は、豊商事株式会社（証券
コード 8747、東京証券取引所 JASDAQ 市場。以下「対象者」といいます。）の普通株式を対象とする公
開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関する平成 26 年 12 月 26 日付公開買付届出書につい
て、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項に基づく訂正届出書
（以下「本訂正届出書」といいます。
）を平成 27 年２月 17 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 26 年 12 月 25 日付「豊商事株式会社株式（証券コード 8747）に対する公開買付
けの開始に関するお知らせ」及び平成 26 年 12 月 26 日付「公開買付開始公告」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。
なお、本訂正は、当社の特別関係者が公開買付開始時に保有していた株式数に誤りがあったこと、及
び当該特別関係者がその保有株式の一部を本公開買付後に売却したこと、対象者が平成 27 年２月 13 日
付、当社が平成 27 年２月 12 日付で、それぞれ平成 27 年３月期第３四半期決算短信を公表したこと等
に伴うものです。
Ⅰ. 平成 26 年 12 月 25 日付「豊商事株式会社株式（証券コード 8747）に対する公開買付けの開始に
関するお知らせ」の訂正内容
「豊商事株式会社株式（証券コード 8747）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」について、
以下のとおり訂正いたします。なお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）買付け等の目的
① 本公開買付けの概要
（訂正前）
（前略）
なお、本日現在、当社の米国ハワイ州における完全子会社であるプロスペクト・アセット・マネージメ
ント・インク（Prospect Asset Management, Inc.、代表者チーフインベストメントオフィサー

カー

ティス・フリーズ。以下「PAMI」といいます。）が管理・運用する複数のファンドが対象者の普通株式
を合計 918,000株（対象者が平成 26 年 11 月 13 日に提出した第 59 期第２四半期報告書（以下「本四半
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期報告書」といいます。
）に記載された平成 26 年 11 月 13 日現在の対象者の発行済株式総数 8,897,472
株に対する割合：10.32％。なお、小数点以下第三位を四捨五入しております。
）所有しております。な
お、PAMI は対象者の成長性に着目したことから、その管理・運用するファンドに当該株式の取得を助
言したものです。当社は、これらのファンドから事前に応募に関する合意は得ておりませんが、これら
のファンドの管理・運用権限を有する PAMI に対して、これらのファンドが本公開買付けに応募するよ
うに今後働きかけていく所存です。
また、PAMI が管理・運用するファンドは、対象者の筆頭株主であるあかつきフィナンシャルグルー
プ株式会社（以下「あかつきフィナンシャルグループ」といいます。なお、本四半期報告書の記載によ
ると、あかつきフィナンシャルグループは、平成 26 年 9 月 30 日現在、対象者株式を 1,793 千株所有し
ております。
）の株式を 1,266,360 株（同社の発行済株式総数の 8.32％）保有しております。
（後略）
（訂正後）
（前略）
なお、本日現在、当社の米国ハワイ州における完全子会社であるプロスペクト・アセット・マネージメ
ント・インク（Prospect Asset Management, Inc.、代表者チーフインベストメントオフィサー

カー

ティス・フリーズ。以下「PAMI」といいます。）が管理・運用する複数のファンドが対象者の普通株式
を合計 933,000株（対象者が平成 26 年 11 月 13 日に提出した第 59 期第２四半期報告書（以下「本四半
期報告書」といいます。
）に記載された平成 26 年 11 月 13 日現在の対象者の発行済株式総数 8,897,472
株に対する割合：10.49％。なお、小数点以下第三位を四捨五入しております。
）所有しております。な
お、PAMI は対象者の成長性に着目したことから、その管理・運用するファンドに当該株式の取得を助
言したものです。当社は、これらのファンドから事前に応募に関する合意は得ておりませんが、これら
のファンドの管理・運用権限を有する PAMI に対して、これらのファンドが本公開買付けに応募するよ
うに今後働きかけていく所存です。PAMI が管理・運用するファンドは、本公開買付けの開始後に対象
者の普通株式の一部を売却したため、平成 27 年２月 17 日現在、これらのファンドが保有する対象者の
普通株式は合計で 604,000 株（発行済株式総数 8,897,472 株に対する割合：6.79％）となりました。な
お、当社は、予定通り PAMI が、その保有する対象者株式の全部を応募するよう働きかけましたが、
PAMI は、対象者が、対象者の普通株式の価値は一株あたり 913 円から 1,013 円と評価すべきである等
として本公開買付けに反対する旨の意見を表明したところ、当該価格は当社が設定した買付価格（400
円）と大きな隔たりがあり、当社が設定した買付価格では対象者の経営陣の賛同を得たうえで対象者の
子会社化を行うことが困難と思われること、市場株価が高水準で推移していたことを勘案したうえで、
ファンドの資金拠出者の利益を図るべきファンドの管理・運用者としての立場に基いて判断した結果、
上記の一部売却に至ったとのことです。もっとも、当社は、PAMI が管理・運用するファンドが現在保
有している対象者の普通株式 604,000 株については、市場で売却せずに、本公開買付けに応募するよう
引き続き促す方針です。
また、PAMI が管理・運用するファンドは、対象者の筆頭株主であるあかつきフィナンシャルグルー
プ株式会社（以下「あかつきフィナンシャルグループ」といいます。なお、本四半期報告書の記載によ
ると、あかつきフィナンシャルグループは、平成 26 年９月 30 日現在、対象者株式を 1,793 千株所有し
ております。
）の株式を 1,266,360 株（同社の発行済株式総数の 8.32％）保有しております （なお、
PAMI が管理・運用するファンドは、本公開買付けの開始後にあかつきフィナンシャルグループの普通
株式の一部を売却したため、平成 27 年２月 17 日現在、これらのファンドが保有するあかつきフィナン
シャルグループの普通株式は合計で 505,360 株（同社の平成 26 年 12 月 31 日現在における発行済株式
総数 15,409,648 株に対する割合 3.28％）となりました。かかる一部売却は、PAMI が、本公開買付開始
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後の事情を総合的に勘案したうえで、ファンドの管理・運用者としての立場に基づき判断した結果であ
るとのことです。
）。
（後略）
１．買付け等の目的等
（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
（訂正前）
（前略）
なお、本日現在、当社の完全子会社であるPAMIが管理・運用する複数のファンドが対象者の普通株
式を合計918,000株（対象者の発行済株式総数8,897,472株に対する割合：10.32％。
）所有しておりま
す。当社およびPAMIは、当該ファンドの意思決定権限を有しておらず、また、これらのファンドから
事前に応募に関する合意は得ておりませんが、本公開買付けに応募するように今後働きかけていく所
存です。
また、PAMIが管理・運用するファンドは、対象者の筆頭株主であり対象者と業務提携を行っている
あかつきフィナンシャルグループ（本四半期報告書によると平成26年９月30日現在、対象者株式を
1,793千株所有しております。
）の株式を1,266,360株（同社の発行済株式総数の8.32％）保有してお
ります。
（後略）
（訂正後）
（前略）
なお、本日現在、当社の完全子会社であるPAMIが管理・運用する複数のファンドが対象者の普通株
式を合計933,000株（対象者の発行済株式総数8,897,472株に対する割合：10.49％。
）所有しておりま
す。当社およびPAMIは、当該ファンドの意思決定権限を有しておらず、また、これらのファンドから
事前に応募に関する合意は得ておりませんが、本公開買付けに応募するように今後働きかけていく所
存です。PAMIが管理・運用するファンドは、本公開買付けの開始後に対象者の普通株式の一部を

売却したため、平成27年２月17日現在、これらのファンドが保有する対象者の普通株式は合計
で604,000株（発行済株式総数8,897,472株に対する割合：6.79％）となりました。なお、当社
は、予定通りPAMIが、その保有する対象者株式の全部を応募するよう働きかけましたが、PAMI
は、対象者が、対象者の普通株式の価値は一株あたり913円から1,013円と評価すべきである等
として本公開買付けに反対する旨の意見を表明したところ、当該価格は当社が設定した買付価
格（400円）と大きな隔たりがあり、当社が設定した買付価格では対象者の経営陣の賛同を得た
うえで対象者の子会社化を行うことが困難と思われること、市場株価が高水準で推移していた
ことを勘案したうえで、ファンドの資金拠出者の利益を図るべきファンドの管理・運用者とし
ての立場に基いて判断した結果、上記の一部売却に至ったとのことです。もっとも、当社は、
PAMIが管理・運用するファンドが現在保有している対象者の普通株式604,000株については、市
場で売却せずに、本公開買付けに応募するよう引き続き促す方針です。
また、PAMIが管理・運用するファンドは、対象者の筆頭株主であり対象者と業務提携を行っている
あかつきフィナンシャルグループ（本四半期報告書によると平成26年９月30日現在、対象者株式を
1,793千株所有しております。
）の株式を1,266,360株（同社の発行済株式総数の8.32％）保有してお
ります（なお、PAMIが管理・運用するファンドは、本公開買付けの開始後にあかつきフィナンシャル
グループの普通株式の一部を売却したため、平成27年２月17日現在、これらのファンドが保有するあ
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かつきフィナンシャルグループの普通株式は合計で505,360株（同社の平成26年12月31日現在におけ
る発行済株式総数15,409,648株に対する割合3.28％）となりました。かかる一部売却は、PAMIが、本
公開買付開始後の事情を総合的に勘案したうえで、ファンドの管理・運用者としての立場に基づき判
断した結果であるとのことです。
）。
（後略）
１．買付け等の目的等
（５）利益相反を回避するための措置
（訂正前）
（前略）
もっとも、当社の取締役であるカーティス・フリーズは、当社の特別関係者である PAMI のチーフイ
ンベストメントオフィサーを兼任しており、PAMI の管理運用する複数のファンドが対象者の普通株式
を合計 918,000株（本四半期報告書に記載された平成 26 年 11 月 13 日現在の対象者の発行済株式総数
8,897,472 株に対する割合：10.32％。なお、小数点以下第三位を四捨五入しております。
）所有してい
ることに鑑み、公正性及び客観性を高め、利益相反を回避する観点から、本公開買付けに関する当社取
締役会における全ての決議について、その審議及び決議に参加しておりません。
（後略）
（訂正後）
（前略）
もっとも、当社の取締役であるカーティス・フリーズは、当社の特別関係者である PAMI のチーフイン
ベストメントオフィサーを兼任しており、PAMI の管理運用する複数のファンドが対象者の普通株式を
合計 933,000株（本四半期報告書に記載された平成 26 年 11 月 13 日現在の対象者の発行済株式総数
8,897,472 株に対する割合：10.49％。なお、小数点以下第三位を四捨五入しております。
）所有してい
ることに鑑み、公正性及び客観性を高め、利益相反を回避する観点から、本公開買付けに関する当社取
締役会における全ての決議について、その審議及び決議に参加しておりません。
（後略）
２．買付け等の概要
（１）対象者の概要
（訂正前）

⑦

大株主及び持株比率

あかつきフィナンシャルグループ株式会社
株式会社多々良マネジメント
プロスペクト ジャパン ファンド リミテッド
多々良 良成
株式会社三井住友銀行
橋本 建生
株式会社みずほ銀行
豊商事従業員持株会
株式会社西日本シティ銀行
多々良 實夫
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20.15％
11.23％
8.24％
6.89％
3.50 %
3.14%
2.69%
2.35%
1.79%
1.75%

（注１）上記は、対象者が平成 26 年 11 月 13 日に提出した第 59 期第２四
半期報告書より引用しております。
（注２）対象者の保有する自己株式（589,209 株、所有株式の割合 6.62％
）は、上記の表に含めておりません。
（注 3） プロスペクト・アセット・マネージメント・インクから、平
成 26 年 10 月 28 日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書
（変更報告書）については、上記の表に含まれておりません。その
内容は以下のとおりです。
名称
住所
保有株券等の数 株券等
（千株）
保有割合
プロスペクト・ア
410 アトキンソン
セット・マネージ
ドライブ スイー
メント・インク
ト 434 ホノルル
918 10.32％
市 ハワイ州
96814 米国

（訂正後）
あかつきフィナンシャルグループ株式会社
株式会社多々良マネジメント
プロスペクト ジャパン ファンド リミテッド
多々良 良成
株式会社三井住友銀行
橋本 建生
株式会社みずほ銀行
豊商事従業員持株会
株式会社西日本シティ銀行
多々良 實夫

⑦

大株主及び持株比率

20.15％
11.23％
8.24％
6.89％
3.50 %
3.14%
2.69%
2.35%
1.79%
1.75%

（注１）上記は、対象者が平成 26 年 11 月 13 日に提出した第 59 期第２四
半期報告書より引用しております。
（注２）対象者の保有する自己株式（589,209 株、所有株式の割合 6.62％
）は、上記の表に含めておりません。
（注 3） プロスペクト・アセット・マネージメント・インクから、平
成 27 年２月 16 日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書
（変更報告書）については、上記の表に含まれておりません。その
内容は以下のとおりです。
名称
住所
保有株券等の数 株券等
（千株）
保有割合
プロスペクト・ア
410 アトキンソン
セット・マネージ
ドライブ スイー
メント・インク
ト 434 ホノルル
604
6.79％
市 ハワイ州
96814 米国
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２．買付け等の概要
（２）日程等
② 届出当初の買付け等の期間
（訂正前）
平成 26 年 12 月 26 日（金曜）から平成 27 年 3 月 2 日（月曜）まで（40 営業日）
（訂正後）
平成 26 年 12 月 26 日（金曜日）から平成 27 年 3 月 3 日（火曜日）まで（41 営業日）

２．買付け等の概要
（６）買付け等による株券等所有割合の異動
（訂正前）
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
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
買付け等後における公開買付者
の所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における特別関係者
の所有株券等に係る議決権の数
対 象者の総 株主の 議決権の数

―個

（買付け等前における株券等所有割合 0％）

918個

（買付け等前における株券等所有割合 0％）

4,538 個
―個

（買付け等後における株券等所有割合
55.22％）
（買付け等後における株券等所有割合 0％）

8,195 個

（訂正後）
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
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
買付け等後における公開買付者
の所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における特別関係者
の所有株券等に係る議決権の数
対 象者の総 株主の 議決権の数

―個
604個
4,538 個
―個
8,195 個

２．買付け等の概要
（８）決済の方法
② 決済の開始日
（訂正前）
平成27年３月９日（月曜日）
（訂正後）
平成27年３月10日（火曜日）
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（買付け等前における株券等所有割合 0％）
（買付け等前における株券等所有割合 7.37％）
（買付け等後における株券等所有割合
55.22％）
（買付け等後における株券等所有割合 0％）

４．その他
（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
（訂正前）
① 対象者は、平成 26 年 11 月 13 日に「平成 27 年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連
結)」を公表しております。当該公表に基づく当該期の対象者の連結業績及び配当の状況は以下のと
おりです。なお、当該内容につきましては、監査法人のレビューを受けておりません。また、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す。詳細につきましては、対象者
の当該公表の内容をご参照ください。
I．平成 27 年３月期第２四半期の連結業績（平成 26 年４月１日～平成 26 年９月 30 日）
(1) 連結経営成績（累計）
（%表示は、対前年度同四半期増減率）
営業収益

営業利益

経常利益

百万円

％

百万円

％

百万円

％

27 年３月期第２四半期

2,054

△2.8

11

-

28

-

26 年３月期第２四半期

2,113

16.6

△200

-

△155

-

（注）包括利益 27 年 3 月期第２四半期：49 百万円
26 年 3 月期第２四半期：△146 百万円）
潜在株式調整後
1 株当たり

四半期純利益

1 株当たり

四半期純利益
四半期純利益

百万円

％

円 銭

円 銭

27 年３月期第２四半期

22

-

2.74

-

26 年３月期第２四半期

△172

-

△20.29

-

(2) 連結財政状態
総資産

純資産

自己資本比率

百万円

百万円

%

27 年３月期第２四半期

41,843

9,127

21.8

26 年３月期

37,555

9,083

24.2

（参考）自己資本 27 年３月期第２四半期：9,127 百万円
26 年３月期：9,083 百万円
（訂正後）
① 対象者は、平成 27 年２月 13 日に「平成 27 年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」
を公表しております。当該公表に基づく当該期の対象者の連結業績及び配当の状況は以下のとおり
です。なお、当該内容につきましては、監査法人のレビューを受けておりません。また、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す。詳細につきましては、対象者の当
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該公表の内容をご参照ください。
I．平成 27 年３月期第３四半期の連結業績（平成 26 年４月１日～平成 26 年 12 月 31 日）
(2) 連結経営成績（累計）
（%表示は、対前年度同四半期増減率）
営業収益

営業利益

経常利益

百万円

％

百万円

％

百万円

％

27 年３月期第３四半期

3,549

9.7

351

-

364

-

26 年３月期第３四半期

3,235

10.3

△88

-

△26

-

（注）包括利益 27 年 3 月期第３四半期：389 百万円
26 年 3 月期第３四半期：△5 百万円）
潜在株式調整後
1 株当たり

四半期純利益

1 株当たり

四半期純利益
四半期純利益

百万円

％

円 銭

円 銭

27 年３月期第３四半期

312

-

38.06

-

26 年３月期第３四半期

△61

-

△7.53

-

(2) 連結財政状態
総資産

純資産

自己資本比率

百万円

百万円

%

27 年３月期第３四半期

43,586

9,467

21.7

26 年３月期

37,555

9,083

24.2

（参考）自己資本 27 年３月期第３四半期：9,467 百万円
26 年３月期：9,083 百万円
Ⅰ. 平成 26 年 12 月 26 日付「公開買付開始公告」の訂正内容
「公開買付開始公告」について、下記のとおり訂正いたします。なお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、本日現在、当社の米国ハワイ州における完全子会社であるプロスペクト・アセット・マネー
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ジメント・インク（Prospect Asset Management, Inc.、代表者チーフインベストメントオフィサー
カーティス・フリーズ。以下「PAMI」といいます。
）が管理・運用する複数のファンドが対象者の普
通株式を合計 918,000株（対象者が平成 26 年 11 月 13 日に提出した第 59 期第２四半期報告書（以下
「本四半期報告書」といいます。）に記載された平成 26 年 11 月 13 日現在の対象者の発行済株式総
数 8,897,472 株に対する割合：10.32％。なお、小数点以下第三位を四捨五入しております。
）所有
しております。なお、PAMI は対象者の成長性に着目したことから、その管理・運用するファンドに
当該株式の取得を助言したものです。当社は、これらのファンドから事前に応募に関する合意は得
ておりませんが、これらのファンドの管理・運用権限を有する PAMI に対して、これらのファンドが
本公開買付けに応募するように今後働きかけていく所存です。
また、PAMI が管理・運用するファンドは、対象者の筆頭株主であるあかつきフィナンシャルグ
ループ株式会社（以下「あかつきフィナンシャルグループ」といいます。なお、本四半期報告書の
記載によると、あかつきフィナンシャルグループは、平成 26 年９月 30 日現在、対象者株式を 1,793
千株所有しております。
）の株式を 1,266,360 株（同社の発行済株式総数の 8.32％）保有しておりま
す。
（後略）

（訂正後）

（前略）
なお、本日現在、当社の米国ハワイ州における完全子会社であるプロスペクト・アセット・マネー
ジメント・インク（Prospect Asset Management, Inc.、代表者チーフインベストメントオフィサー
カーティス・フリーズ。以下「PAMI」といいます。
）が管理・運用する複数のファンドが対象者の普
通株式を合計 933,000株（対象者が平成 26 年 11 月 13 日に提出した第 59 期第２四半期報告書（以下
「本四半期報告書」といいます。）に記載された平成 26 年 11 月 13 日現在の対象者の発行済株式総
数 8,897,472 株に対する割合：10.49％。なお、小数点以下第三位を四捨五入しております。）所有し
ております。なお、PAMI は対象者の成長性に着目したことから、その管理・運用するファンドに当
該株式の取得を助言したものです。当社は、これらのファンドから事前に応募に関する合意は得て
おりませんが、これらのファンドの管理・運用権限を有する PAMI に対して、これらのファンドが本
公開買付けに応募するように今後働きかけていく所存です。PAMI が管理・運用するファンドは、本
公開買付けの開始後に対象者の普通株式の一部を売却したため、平成 27 年２月 17 日現在、これら
のファンドが保有する対象者の普通株式は合計で 604,000 株（発行済株式総数 8,897,472 株に対す
る割合：6.79％）となりました。なお、当社は、予定通り PAMI が、その保有する対象者株式の全部
を応募するよう働きかけましたが、PAMI は、対象者が、対象者の普通株式の価値は一株あたり 913
円から 1013 円と評価すべきである等として本公開買付けに反対する旨の意見を表明したところ、当
該価格は当社が設定した買付価格（400 円）と大きな隔たりがあり、当社が設定した買付価格では対
象者の経営陣の賛同を得たうえで対象者の子会社化を行うことが困難と思われること、市場株価が
高水準で推移していたことを勘案したうえで、ファンドの資金拠出者の利益を図るべきファンドの
管理・運用者としての立場に基いて判断した結果、上記の一部売却に至ったとのことです。もっと
も、当社は、PAMI が管理・運用するファンドが現在保有している対象者の普通株式 604,000 株につ
いては、市場で売却せずに、本公開買付けに応募するよう引き続き促す方針です。
また、PAMI が管理・運用するファンドは、対象者の筆頭株主であるあかつきフィナンシャルグ
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ループ株式会社（以下「あかつきフィナンシャルグループ」といいます。なお、本四半期報告書の
記載によると、あかつきフィナンシャルグループは、平成 26 年９月 30 日現在、対象者株式を 1,793
千株所有しております。
）の株式を 1,266,360 株（同社の発行済株式総数の 8.32％）保有しておりま
す （なお、PAMI が管理・運用するファンドは、本公開買付けの開始後にあかつきフィナンシャルグ
ループの普通株式の一部を売却したため、平成 27 年２月 17 日現在、これらのファンドが保有する
あかつきフィナンシャルグループの普通株式は合計で 505,360 株（同社の平成 26 年 12 月 31 日現在
における発行済株式総数 15,409,648 株に対する割合 3.28％）となりました。かかる一部売却は、
PAMI が、本公開買付開始後の事情を総合的に勘案したうえで、ファンドの管理・運用者としての立
場に基づき判断した結果であるとのことです。）。
（後略）
１ 公開買付けの目的
（4） 本公開買付け及び本公開買付価格の公正性を担保するための措置

（訂正前）

（前略）
なお、当社の取締役であるカーティス・フリーズは、当社の特別関係者である PAMI のチーフイン
ベストメントオフィサーを兼任しているところ、PAMI の管理運用する複数のファンドが対象者の普
通株式を合計 918,000株（本四半期報告書に記載された平成 26 年 11 月 13 日現在の対象者の発行済
株式総数 8,897,472 株に対する割合：10.32％。なお、小数点以下第三位を四捨五入しております。）
所有していることに鑑み、公正性及び客観性を高め、利益相反を回避する観点から、本公開買付け
に関する当社取締役会における全ての決議について、その審議及び決議に参加しておりません。
（中略）
また、当社は、本公開買付けの公開買付期間を 40 営業日と比較的長期に設定することにより、対
象者株式について、第三者による買付けの機会を確保しています。なお、当社と対象者は、当社以
外の対抗買付者が実際に出現した場合に、当該対抗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行っておりません。
（訂正後）

（前略）
なお、当社の取締役であるカーティス・フリーズは、当社の特別関係者である PAMI のチーフイン
ベストメントオフィサーを兼任しているところ、PAMI の管理運用する複数のファンドが対象者の普
通株式を合計 933,000株（本四半期報告書に記載された平成 26 年 11 月 13 日現在の対象者の発行済
株式総数 8,897,472 株に対する割合：10.49％。なお、小数点以下第三位を四捨五入しております。）
所有していることに鑑み、公正性及び客観性を高め、利益相反を回避する観点から、本公開買付け
に関する当社取締役会における全ての決議について、その審議及び決議に参加しておりません。

10

（中略）
また、当社は、本公開買付けの公開買付期間を 当初 40 営業日と比較的長期に設定することにより、
対象者株式について、第三者による買付けの機会を確保しています。なお、当社と対象者は、当社
以外の対抗買付者が実際に出現した場合に、当該対抗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行っておりません。
２ 公開買付けの内容
(3) 買付け等の期間
① 届出当初の期間

（訂正前）
平成26年12月26日（金曜日）から平成27年３月２日（月曜日）ま
で（40営業日）

買付け等の期間
（訂正後）

平成26年12月26日（金曜日）から平成27年３月３日（火曜日）ま
で（41営業日）

買付け等の期間
２ 公開買付けの内容

(7) 公告日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株
券等所有割合並びにこれらの合計買付予定の株券等に係る議決権の数が対象者の総株主等の議決権の数に
占める割合

（訂正前）

公開買付者 0％

特別関係者 11.20％

合計 11.20％

（注） 「公告日における特別関係者の株券等所有割合」は、特別関係者が所有する株券等に係
る議決権の数の合計（918個）に基づき計算しております。以下(8)において同様です。
（訂正後）

公開買付者 0％

特別関係者 11.38％

合計 11.38％

（注） 「公告日における特別関係者の株券等所有割合」は、特別関係者が所有する株券等に係
る議決権の数の合計（933個）に基づき計算しております。以下(8)において同様です。
２ 公開買付けの内容

（11）決済の開始日
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（訂正前）

平成27年３月９日（月曜日）
（訂正後）

平成27年３月10日（火曜日）
以 上
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