
 

発行者である会社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 
第二号様式 
 

【表紙】  

  

【提出書類】 公開買付届出書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成  年  月  日 

【届出者の氏名又は名称】(１) ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【届出者の住所又は所在地】 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【最寄りの連絡場所】 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【電話番号】 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【事務連絡者氏名】 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【代理人の氏名又は名称】(２) ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【代理人の住所又は所在地】 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【最寄りの連絡場所】 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【電話番号】 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【事務連絡者氏名】 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【縦覧に供する場所】(３) 名称 

（所在地） 

 

第１【公開買付要項】 
１【対象会社名】 

２【買付け等をする株券等の種類】(４) 

３【買付け等の目的】(５) 

４【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】(６) 

(1）【買付け等の期間】 

買付け等の期間  年 月 日から 年 月 日まで（  日間） 

公告日  

公告掲載新聞名  

(2）【買付け等の価格】 

株券  

新株引受権証書  

新株予約権証券  

新株予約権付社債券  

株券等預託証券（           ）  

算定の基礎  



 

(3）【買付予定の株券等の数】 

株券等種類 
株式に換算した買付
予定数 

株式に換算した超過
予定数 

計 

株券 （株） （株） （株） 

新株引受権証書    

新株予約権証券    

新株予約権付社債券    

株券等預託証券（           ）    

合計 － －  

（潜在株券等の株の合計） － － （      ） 

５【買付け等を行った後における株券等所有割合】(７) 

区分 議決権の数 

買付予定の株券等に係る議決権の数（個）（a）  

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）（b）  

ｂのうち株券の権利を表示する株券等預託証券に係る議決権の数（個）（c）  

届出書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（個）（d）  

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）（e）  

ｅのうち株券の権利を表示する株券等預託証券に係る議決権の数（個）（f）  

届出書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（個）（g）  

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）（h）  

ｈのうち株券の権利を表示する株券等預託証券に係る議決権の数（個）（i）  

対象会社の総株主の議決権の数（ 年 月 日現在）（個）（j）  

買付け等後における株券等所有割合 
（(a＋d＋g)／(j＋(b－c)＋(e－f)＋(h－i))×100）（％） 

 

６【株券等の取得に関する許可等】(８) 
(1）【株券等の種類】 

(2）【根拠法令】 

(3）【許可等の日付及び番号】 

７【応募及び契約の解除の方法】(９) 

(1）【応募の方法】 

(2）【契約の解除の方法】 

(3）【株券等の返還方法】 

(4）【株券等の保管及び返還を行う証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地】 

８【買付け等に要する資金】(10) 



 

(1）【買付け等に要する資金等】 

買付代金（円）（a）  

金銭以外の対価の種類  

金銭以外の対価の総数  

買付手数料（b）  

その他（c）  

合計（a）＋（b）＋（c）  

(2）【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】 

①【届出日の前日現在の預金】 

種類 金額（千円） 

  

計（a）  

②【届出日の前日現在の預金のうち借入金】 

イ【金融機関】 

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円） 

１  －   

２     

  計   

ロ【金融機関以外】 

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円） 

    

    

 計   

③【届出日以後に借入れを予定している資金】 

イ【金融機関】 

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円） 

１  －   

２     

  計（b）   

ロ【金融機関以外】 

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円） 

    

    

 計（c）   

④【その他資金調達方法】 

内容 金額（千円） 

  

計（d）  



 

⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】 

      千円（（a）＋（b）＋（c）＋（d）） 

(3）【買付け等の対価とする有価証券の発行会社と公開買付者との関係等】 

９【買付け等の対価とする有価証券の発行会社の状況】(11) 
(1）【名称】 

(2）【本店の所在地】 

(3）【代表者の役職氏名】 

(4）【資本の額】 

(5）【会社の目的及び事業の内容】 

(6）【最近３年間の１株当たり配当額等の状況】 

決算年月    

１株当たり当期純損益    

１株当たり配当額    

１株当たり純資産額    

(7）【最近の株価及び株式売買高の状況】 

証券取引所名又は
証券業協会名        

月別        

最高株価        

最低株価        

売買高        

10【決済の方法】(12) 

(1）【買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地】 

(2）【決済の開始日】 

(3）【決済の方法】 

(4）【株券等の返還方法】 

11【その他買付け等の条件及び方法】(13) 
(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】 

(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】 

(3）【応募株主の契約の解除権についての事項】 

(4）【買付条件等の変更した場合の開示の方法】 

(5）【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】 

(6）【公開買付けの結果の開示の方法】 

第２【公開買付者の状況】(14) 
１【会社の場合】 
(1）【会社の概要】(15) 

①【会社の沿革】 

②【会社の目的及び事業の内容】 

③【資本の額及び発行済株式の総数】 



 

④【大株主】 年 月 日現在

氏名又は名称 住所又は所在地 
所有株式の数 
（千株） 

発行済株式の総数
に対する所有株式
の数の割合（％） 

    

    

    

    

計 －   

 
⑤【役員の職歴及び所有株式の数】 

年 月 日現在

役名 職名 氏名 生年月日 職歴 所有株式数
（千株） 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    計  

２【経理の状況】(16) 

(1）【貸借対照表】 

(2）【損益計算書】 

(3）【利益金処分計算書（又は損失金処理計算書）】 

３【会社以外の団体の場合】 
(1）【団体の沿革】 

(2）【団体の目的及び事業の内容】 

(3）【団体の出資若しくは寄付又はこれらに類するものの額】 

(4）【役員の役名、職名、氏名（生年月日）及び職歴】 

４【個人の場合】 

(1）【生年月日】 

(2）【本籍地】(17) 

(3）【職歴】(18) 

(4）【破産の有無】(19) 

第３【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】 



 

１【届出書提出日現在における株券等の所有状況】(20) 
(1）【公開買付者による株券等の所有状況】   

 所有する株券等の数 
令第７条第３項第２号に
該当する株券等の数 

令第７条第３項第３号に
該当する株券等の数 

株券 （株） （株） （株） 

新株引受権証書  －  

新株予約権証券  －  

新株予約権付社債券  －  

株券等預託証券（      ）  －  

合計    

所有株券等の合計数  － － 

（所有潜在株券等の合計数） （         ） － － 

 

(2）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）】  

 所有する株券等の数 
令第７条第３項第２号に
該当する株券等の数 

令第７条第３項第３号に
該当する株券等の数 

株券 （株） （株） （株） 

新株引受権証書  －  

新株予約権証券  －  

新株予約権付社債券  －  

株券等預託証券（      ）  －  

合計    

所有株券等の合計数  － － 

（所有潜在株券等の合計数） （         ） － － 

(3）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者ごとの内訳）】 

①【特別関係者】 

氏名又は名称  

住所又は所在地  

職業又は事業の内容  

連絡先  

公開買付者との関係  



 

②【所有株券等の数】  

 所有する株券等の数 
令第７条第３項第２号に
該当する株券等の数 

令第７条第３項第３号に
該当する株券等の数 

株券 （株） （株） （株） 

新株引受権証書  －  

新株予約権証券  －  

新株予約権付社債券  －  

株券等預託証券（      ）  －  

合計    

所有株券等の合計数  － － 

（所有潜在株券等の合計数） （         ） － － 

 

２【株券等の取引状況（届出日前60日間の取引状況）】(21)   

氏名又は名称 株券等の種類 買付数 売付数 差引 

     

３【当該株券等に関して締結されている重要な契約】(22) 

４【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】(23) 

第４【公開買付者と対象会社等との取引等】 
１【公開買付者と対象会社又はその役員との間の取引の有無及び内容】(24) 

２【公開買付者と対象会社又はその役員との間の合意の有無及び内容】(25) 

第５【対象会社の状況】(26) 
１【最近３年間の損益状況等】(27) 

(1）【損益の状況】  

決算年月    

売上高    

売上原価    

販売費及び一般管理費    

営業外収益    

営業外費用    

当期純利益（当期純損失）    

 

(2）【１株当たりの状況】  

決算年月    

１株当たり当期純損益    

１株当たり配当額    

１株当たり純資産額    

 



 

２【株価の状況】(28)     

証券取引所名又は
証券業協会名        

月別        

最高株価        

最低株価        

３【株主の状況】(29) 
(1）【所有者別の状況】      

年 月 日現在

株式の状況（１単元の株式数          株） 

区分 政府及び地
方公共団体 金融機関 証券会社 その他の法

人 外国法人等 外国法人等
のうち個人 個人その他 計 

単元未満
株式の状
況（株） 

株主数（人）         － 

所有株式数
（単位）          

所有株式数の
割合（％）        100 － 

(2）【大株主及び役員の所有株式の数】 

①【大株主】 年 月 日現在

氏名又は名称 住所又は所在地 所有株式数（株） 
発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％） 

    

    

    

    

計 －   

 

②【役員】 年 月 日現在

氏名 役名 職名 所有株式数（株） 
発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％） 

     

     

     

     

計 － －   

４【その他】(30) 
 


