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December 10, 2021 

 

Notice regarding Tender Offer for the Shares of  

The Kamogawa Grand Hotel, Ltd. (TSE Securities Code: 9695) 

 

Nippon Sangyo Suishin Kiko ("NSSK"; www.nsskjapan.com) is pleased to announce that a 
company controlled by investment partnerships managed or provided with services by NSSK 
affiliates (collectively, “NSSK II”) has made the decision to conduct a tender offer for all 
common shares, preferred shares, and stock acquisition rights issued by The Kamogawa Grand 
Hotel, Ltd. (“KGH”; www.kamogawagrandhotel.ne.jp). 

The tender offer as proposed by NSSK II has the approval of the Board of Directors of KGH 
and the Special Committee that was established to review the proposal, as well as the full 
support of Company management team. 

KGH began operations in April of 1952 as a limited liability company under the name of 
Yoshida-ya Ryokan. In February 1965, the company established a new hotel in Kamogawa, 
Chiba Prefecture, and changed its name to The Kamogawa Grand Hotel, Ltd. Today, the 
company is mainly engaged in operating hotels, with the Kamogawa Grand Hotel and Hotel 
Nishinagato Resort as its main properties. With a motto of “Our guests become cherished 
family members for life,” KGH has been looking to improve business performance through a 
corporate policy of “establishing a position as the top hotel operator in Chiba Prefecture,” 
striving to provide genuine hospitality to satisfy its guests. 

NSSK was established in December 2014 as an entity to conduct investment management with 
the aim of supporting Japanese companies. Based on its leading-edge business improvement, 
human resource reinforcement, and financial efficiency management know-how, NSSK 
provides the NSSK Value-Up Program (“NVP”), a management improvement package to 
support comprehensive corporate growth, and the NSSK Philosophy Program, a package of 
methods for formulating and disseminating a corporate philosophy, in addition to the NSSK 
Globalization Program, which utilizes NSSK's global knowledge, expertise, and network. 
Combined, these tools support corporate growth and the formulation and penetration of a 
corporate philosophy. 

Moreover, NSSK possesses an experienced team composed of members with a wealth of 
investment experience in the hotel and tourism industry, a proven history of operating 
multiple hotels, and a track record of improving services and reducing costs. As a specific 
example, in the area of hotel management, NSSK previously invested in Castle Inn Hotel & 
Resort Co., Ltd., which has several hotels in Mie Prefecture, and successfully improved the 
occupancy rate and ADR (Average Daily Rate: average revenue per occupied room). In the 
tourism sector, NSSK implemented various business improvements through its investment in 
Ise Meotoiwa Sea Paradise Co., Ltd., which operates an aquarium in Mie Prefecture. 

https://www.nsskjapan.com/
https://www.kamogawagrandhotel.ne.jp/
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Leveraging the business foundation that KGH has built and by providing the NVP and drawing 
on the expertise and domestic and international networks that its members have cultivated, 
NSSK intends to strengthen KGH's competitiveness and contribute to the enhancement of its 
corporate value, supporting the introduction of business management methods which include 
visualization of KPIs, strengthening governance and compliance systems, enhancing labor 
management systems, disseminating corporate philosophy, and promoting ESG activities so 
that KGH can achieve more robust growth in the next stage of its development. NSSK is 
partnering with the KGH’s current management team, who will continue to manage the 
company. 

For more information, please contact:  

Nippon Sangyo Suishin Kiko 
Kosuke Saito 
Tel: +81-3-5401-5600 

<Appendix> 

Investor Name: Nippon Sangyo Suishin Kiko  
(www.nsskjapan.com） 

Founded: December 2014 

Headquarters: Atago Green Hills MORI Tower 17F 
2-5-1, Atago, Minato-ku, Tokyo, Japan 

Representative：  Jun Tsusaka 

Overview:  NSSK is an independent Japanese alternative investment 
management company with a focus on Japan. NSSK pursues superior 
outcomes by applying global investment discipline, operating 
expertise and human capital to attractive Japanese companies and 
contribute to the Environment, Society and Governance of Japan 
and beyond. 

 

 

Company name: The Kamogawa Grand Hotel, Ltd.  
(www.kamogawagrandhotel.ne.jp) 

Founded: December 1947 

Headquarters: Hiroba 820, Kamogawa City, Chiba Prefecture, Japan 

https://www.nsskjapan.com/
https://www.kamogawagrandhotel.ne.jp/
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Overview: 
The company operates resort hotels, business hotels, and 
condominiums, including the Kamogawa Grand Hotel. 

 

This document is not for the purpose of soliciting applications for the tender offer set forth 
above (“Tender Offer”). The details of the Tender Offer shall be provided in the tender offer 
statement (including any amendment thereto) which will be filed with on and after December 
13, 2021. 

The Tender Offer shall not be made, directly or indirectly, in or to the United States, or by 
U.S. postal or other interstate or international commerce methods or manners of the U.S. 
(including, without limitation, telephone, telex, facsimile, email and internet), nor shall it be 
made through any U.S. securities exchange facility. You may not apply for the Tender Offer 
by the above methods or manners, through the above facility, or from within the United States. 

Nor shall this document or any related purchase document be sent or distributed in, to, or 
from, the United States, by post or otherwise, and may not be so sent or distributed. We will 
not accept any application for Tender Offer that is directly or indirectly in violation of the 
foregoing restrictions. 
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2021年 12月 10日 

 

各 位 

会社名 株式会社 NSSK-V 

代表者名 代表取締役 津坂 純 

 

株式会社鴨川グランドホテル（証券コード：9695）に対する 

公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

株式会社 NSSK-V（以下「公開買付者」といいます。）は、2021年 12月 10日、株式会社鴨川グランドホテル（コー

ド番号 9695、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場

上場、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者普通株式」といいます。）、本優先株式及び本新株

予約権（「本優先株式」及び「本新株予約権」いずれも、以下「（２）買付け等を行う株券等の種類」で定義します。

以下同じとします。）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」又は「第一回公開買付け」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、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

 

公開買付者は、2021 年６月 22 日に設立された株式会社であり、宿泊業を営む会社等に対する投資事業をその目的

としており、当該投資事業の一環として、第一回公開買付け及び公開買付者が第一回公開買付け成立後に実施する予

定の公開買付け（以下「第二回公開買付け」といい、第一回公開買付けと併せて「本両公開買付け」といいます。）

を通じて東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場に上場している対象者普通株式、本優先株式及び本新株

予約権を取得及び所有することを企図しており、本日現在においてその発行済株式の全てを株式会社 NSSK-VV（以下

「NSSK-VV」といいます。）が所有しております。NSSK-VVは、2021年６月 22日に設立された株式会社であり、公開買

付者の株式を所有することを主たる目的としており、本日現在においてその発行済株式の全てを NSSK-VVV 合同会社

が所有しております。また、NSSK-VVは、株式会社日本産業推進機構（以下「NSSK」といいます。）及びそのグループ

会社（以下「NSSK グループ」といいます。）が管理し又はサービス提供を行っている日本産業推進機構２号投資事業

有限責任組合、NSSK II (INTL) Investment L.P.及び NSSK Maples 2017 L.P.から本両公開買付けに要する資金を調

達し、公開買付者に対して出資することとしております。 

 

NSSKグループは、日本の企業支援を目的とした投資運営事業を行うための組織として 2014年 12月にその事業を開

始し、最先端の業務改善、人材補強及び財務効率の改善等の経営ノウハウを基礎とし、総合的に会社の成長を支援す

るための経営改善パッケージである「NSSKバリューアップ・プログラム」並びに Corporate Philosophy（企業理念）

の策定・浸透方法のパッケージである「NSSKフィロソフィー・プログラム」及び NSSKグループのグローバルな知見・

ノウハウ・ネットワークを活用した「NSSKグローバリゼーション・プログラム」を提供することで、企業の成長及び

フィロソフィーの策定・浸透を支援しております。 
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また NSSK グループは、ホテル運営及び観光業における豊富な投資実績及び複数ホテル運営の経験及びサービス向

上・コスト削減等の業務改善実績のあるメンバーから組成された経験豊富なチーム体制を有していると考えておりま

す。具体的な投資実績として、ホテル運営においては、2018年８月に NSSKグループは、NSSKグループが管理し又は

サービス提供を行っているファンドを通じて、三重県に６つのホテル（総客室数 826室）を有する株式会社キャッス

ルインホテル＆リゾートへの投資を行っております。また観光業においては、2015 年９月に NSSK グループは、NSSK

グループが管理し又はサービス提供を行っているファンドを通じて、三重県にて観光名所の一つである夫婦岩に隣接

するサービスエリアで水族館、レストラン等の複合レジャー施設の運営を行う株式会社伊勢夫婦岩パラダイスへの投

資など様々な投資を実行してまいりました。 

 

公開買付者は、対象者普通株式（但し、本新株予約権の行使により交付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することにより、対象者を非公開化することを目的と

した一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、本両公開買付けを実施することを決定いたしました。

なお、本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（注１）に該当し、公開買付者は、本取引に関連し

て、対象者の代表取締役社長であり、対象者の第２位株主である鈴木健史氏（所有株式数：1,267,320 株、所有割合

（注２）：8.63％）、鈴木健史氏の実母であり、かつ、対象者の主要株主であり筆頭株主である鈴木初子氏（所有株

式数：2,693,716株、所有割合：18.35％）及び NSSK-VVとの間で、2021年 12月 10日付で、株主間契約書（以下「本

株主間契約（NSSK-V）」といいます。）を締結しております。本株主間契約（NSSK-V）において、鈴木健史氏、鈴木

初子氏、NSSK-VV及び公開買付者は、鈴木健史氏については、対象者に入社以来、約 40年にわたり対象者の事業に携

わり、約 15 年にわたり対象者の代表取締役社長として対象者の経営に携わっており、対象者の事業及び経営に精通

していることから、また、鈴木初子氏については、創業以来継続的に株主として対象者の経営に携わり、対象者及び

従業員の精神的支柱として対象者に貢献してきたことから、それぞれが本両公開買付け後も引き続き対象者に対する

間接的な出資者として対象者を支援する意向を有していることを対外的に明確化するために、本両公開買付けの完了

を条件として、2022年２月末日又は本株主間契約（NSSK-V）の当事者が別途合意した日において、本両公開買付け後

それぞれが公開買付者に対して本公開買付けに応募することにより取得した対価の範囲内で出資すること（なお、鈴

木健史氏及び鈴木初子氏の出資の合計額は２億円（公開買付者における議決権保有割合：７％）を予定しております

が、両者の出資の内訳等については本日現在未定であり、本両公開買付けの完了後協議の上決定することを予定して

おります。）等を合意しております。 

（注１）「マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は

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

す。 

（注２）「所有割合」とは、対象者が 2021 年 11 月 12 日に提出した「第 75 期第２四半期報告書」に記載された

2021 年９月 30 日現在の発行済普通株式総数（10,453,920 株）に、本新株予約権の目的となる対象者普

通株式の数（27,400株）及び本優先株式の転換請求（以下「（２）買付け等を行う株券等の種類」の②

（注２）で定義します。）により交付される対象者普通株式の数（5,714,284 株）を加算し、対象者が

2021年 11月 12日に公表した「2022年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」に記載され

た 2021年９月 30日現在の対象者が所有する自己株式数（1,512,099株）を控除した株式数（14,683,505

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。以下同じとします。 
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公開買付者は、本取引の第一段階として、①対象者の主要株主であり筆頭株主である鈴木初子氏（所有株式数：

2,693,716株、所有割合：18.35％）、②第２位株主である鈴木健史氏（所有株式数：1,267,320株、所有割合：8.63％）、

③第３位株主である株式会社大扇商事（所有株式数：1,256,376株、所有割合：8.56％）（株式会社大扇商事は、鈴木

健史氏が総議決権の数の 72.50％、残りの 27.50％を第 10位の株主であり鈴木健史氏の長姉である栢尾基世氏（所有

株式数：60,024株、所有割合：0.41％）がそれぞれ所有し、鈴木初子氏が代表取締役を務める資産管理会社です。以

下「大扇商事」といいます。）、④栢尾基世氏（以下、鈴木初子氏、鈴木健史氏、大扇商事及び栢尾基世氏を総称し

て「第一回応募予定株主」といいます。）の所有する対象者普通株式の全て（所有株式数の合計：5,277,436株、所有

割合の合計：35.94％、以下「第一回応募予定株式」といいます。）を取得することを主たる目的として、2021年 12月

10日、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で本公開買付けを開始することを決定し、第一回応募予定株

主との間で、それぞれが所有する対象者普通株式の全てについて第一回公開買付けに応募する旨の契約（以下、総称

して「第一回応募契約」といいます。）を締結しております。 

 

第一回公開買付けにおいては、第一回応募予定株式を取得することを目的としているため、買付予定数の下限を第

一回応募予定株式と同数の 5,277,436株（所有割合：35.94％）と設定しております。そのため、第一回公開買付けに

応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限（5,277,436株）に満たない場合に

は、公開買付者は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。また、第一回公開買付けが成立した場合には、下記

のとおり、第二回公開買付けにおける対象者普通株式の買付け等の価格（以下「第二回公開買付価格」といいます。）

を 290 円とする第二回公開買付けを実施することを予定しており、(i)第一回公開買付けにおける対象者普通株式の

買付け等の価格（120 円）は第二回公開買付価格（290 円）よりも低い価格であり、かつ本取引の公表日の前営業日

（2021年 12月９日）における対象者普通株式の終値（265円）を 54.72％下回る価格であること、(ii)第二回公開買

付けに際して上限及び下限を設定しないことを予定しており、応募株主に対して対象者普通株式の売却の機会を確実

に提供することを予定していることから、公開買付者としては、第一回公開買付けに対して第一回応募予定株主によ

る第一回応募予定株式以外の対象者普通株式の応募があることを想定しておりませんが、全部買付義務に従い、第一

回公開買付けにおいては買付予定数の上限を設定しておりません。そのため、第一回公開買付けの応募株券等の総数

が買付予定数の下限（5,277,436株）以上となった場合には、公開買付者は応募株券等の全部の買付け等を行います。

なお、公開買付者としては、第一回応募契約において、応募の前提条件が存在しないため、第一回応募予定株主によ

る応募は確実になされると考えており、第一回公開買付けは成立し、第二回公開買付けは確実に開始されるものと見

込んでおります。また、第二回公開買付けは下限が設定されていないため確実に成立するものと見込んでおります。 

 

公開買付者は、本取引の第二段階として、第一回公開買付けが成立して決済が完了してから速やかに、公開買付者

が第一回公開買付けで取得する対象者普通株式以外の対象者普通株式（但し、本新株予約権の行使により交付される

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することを目的とし

て、対象者取締役会において第二回公開買付けに賛同の意見が表明されていること及び第一回公開買付けの撤回等の

条件（その内容については、公開買付者が 2021年 12月 13日に提出する公開買付届出書をご参照ください。）に該当

する事象が生じていないことを条件として、本日現在、第二回公開買付けを、2022 年１月 24 日から 2022 年２月 21

日まで（20営業日）実施することを予定しております。 

 

本両公開買付けは実質的に一体の取引であり、対象者の株主の皆様及び本新株予約権の新株予約権者（以下「本新
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株予約権者」といいます。）の皆様には、第一回公開買付けに続けて第二回公開買付けが実施されるとの前提のもと、

いずれかの公開買付けに応募するか、又はいずれの公開買付けにも応募しないかをご判断いただくことになります。

第二回公開買付けに下限を設定すると第二回公開買付けの成立が不確実となるため、対象者の株主の皆様及び本新株

予約権者の皆様に売却の機会を確実に提供する観点から、第二回公開買付けには下限を設定しておりません。また、

第二回公開買付けにおいては、公開買付者及びその特別関係者の第二回公開買付け後の株券等所有割合が３分の２を

超えるため、法第 27条の２第５項及び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。）

第８条第５項第３号に規定する全部勧誘義務が生じます。そのため、第二回公開買付けには上限も設定しておりませ

ん。 

なお、公開買付者は、対象者普通株式（但し、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

取得することにより、対象者を非公開化することを目的としているため、本両公開買付けによって、公開買付者が対

象者普通株式（但し、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できなかった場合に

は、第二回公開買付け成立後に、対象者の株主を公開買付者及び不応募株主（以下「（２）買付け等を行う株券等の種

類」の②（注３）で定義します。）のみとするための一連の手続を実施する予定です。 

 

 

本公開買付けの概要は、以下のとおりです。 

 

（１）対象者の名称 

株式会社鴨川グランドホテル 

 

（２）買付け等を行う株券等の種類 

① 普通株式 

 

② Ａ種優先株式（以下「本優先株式」といいます。） 

（注１）本優先株式は、株主総会における議決権を有しておりません。 

（注２）本優先株式には、2009 年 10月１日から 2024年３月 28日まで、対象者に対し、本優先株式の取得と引換

えに対象者普通株式を交付することを請求できる転換予約権が付されており、当該転換予約権の行使（以下

「転換請求」といいます。）により交付される対象者普通株式の数は、本優先株式の株主が転換請求のため

に提出した本優先株式の発行価額総額を転換価額で除することで算出されると規定されております（交付さ

れる対象者普通株式の数に１株に満たない端数がある時は、これを切り捨てるものとされております。）。

対象者によれば、本日現在の転換価額は 105円、本優先株式１株当たりの発行価額は 500円、発行価額総額

は６億円とのことです。 

（注３）対象者は、本日現在、本優先株式 1,200,000株を発行しており、株式会社千葉銀行（以下「千葉銀行」と

いいます。）が 1,000,000株（対象者普通株式に転換された場合の株式数：4,761,904株（所有割合：32.43％））、

損害保険ジャパン株式会社（以下「損害保険ジャパン」といいます。）が 200,000株（対象者普通株式に転

換された場合の株式数：952,380 株（所有割合：6.49％））それぞれ所有しております（以下、千葉銀行及

び損害保険ジャパンを総称して「不応募株主」といいます。）。公開買付者は、2021年 12月 10日付で、不

応募株主との間で不応募株主が所有する本優先株式を本両公開買付けに応募しないこと、及び本取引の完了
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時までの間、本優先株式に係る転換予約権を行使しないことに合意する旨の合意書を締結していることから、

本優先株式が本両公開買付けに応募されること及び対象者普通株式に転換されることは想定しておりませ

ん。 

 

③ 新株予約権 

(ⅰ)2016 年７月 20日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された株式会社鴨川グランドホテル 2016年報酬

型新株予約権（以下「報酬型新株予約権」といいます。）（行使期間は 2016年８月９日から 2046年８月８日

まで） 

(ⅱ)2016 年７月 20日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された株式会社鴨川グランドホテル 2016年通常

型新株予約権（以下「通常型新株予約権」といい、報酬型新株予約権及び通常型新株予約権を総称して、以下

「本新株予約権」といいます。）（行使期間は 2018年８月９日から 2023年８月８日まで） 

 

（３）買付け等の期間 

2021年 12月 13日（月曜日）から 2022年１月 14日（金曜日）まで（20営業日） 

 

（４）買付け等の価格 

普通株式１株につき、金 120円 

本優先株式１株につき、金 571円 

報酬型新株予約権１個につき、金 11,900円 

通常型新株予約権１個につき、金１円 

 

（５）買付予定の株券等の数 

株券等の種類 買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

普通株式 8,969,221（株） 5,277,436（株） －（株） 

合計 8,969,221（株） 5,277,436（株） －（株） 

 

（６）決済の開始日 

2022年１月 20日（木曜日） 

 

（７）公開買付代理人 

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 

 

なお、本公開買付けの具体的内容は、本公開買付けに関して公開買付者が 2021 年 12 月 13 日に提出する公開買付届

出書をご参照ください。 

 

以 上 
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