株式会社アコーディア・ゴルフ株式
に対する公開買付けの応募手続等のご案内

株式会社 MBKP Resort
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平成 28 年 12 月吉日
株式会社アコーディア・ゴルフの株主様
株式会社 MBKP Resort
代表取締役 加笠 研一郎

ご挨拶
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、去る 11 月 30 日付で EDINET（「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関
する電子開示システム」）に掲載いたしました公開買付開始公告のとおり、この度、株式会社 MBKP
Resort（以下、「公開買付者」といいます。）は、金融商品取引法の規定に従い、株式会社アコーディア・
ゴルフ（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。）を開始いたしました。
本公開買付けの概要及び詳細につきましては、次頁以降及び同封の書類をご覧いただきますようお
願い申し上げます。
本ご案内は、株主の皆様に本公開買付けについてお知らせすることのみを目的としており、それ以
外の目的を有するものではありません。株主の皆様におかれましては、次頁以降及び同封の書類とと
もに、大和証券株式会社の本店又は全国各支店で交付される本公開買付けの公開買付説明書をご高
覧いただき、本公開買付けに応募されるかどうかについて、株主の皆様のご判断と責任において、十
分ご検討くださいますようお願い申し上げます。
まずは略儀ではありますが、書中にてご案内申し上げます。
なお、本ご案内は平成 28 年 9 月 30 日現在の対象者の株主様に送付させていただいております。既
に対象者株式を売却されている、又は、本公開買付けに応募されている方におかれましては、本ご案
内が行き違いとなりますが、何卒ご容赦いただきますようお願い申し上げます。
敬具

同封書類：
『株式会社アコーディア・ゴルフ株券等（証券コード：2131）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ』
『株式会社 MBKP Resort による当社株券に対する公開買付けの実施および応募推奨に関するお知ら
せ』
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本公開買付けの概要
１．公開買付者

： 株式会社 MBKP Resort

２．対象者

： 株式会社アコーディア・ゴルフ
（東京証券取引所市場第一部 証券コード 2131）

３．公開買付開始公告日

： 平成 28 年 11 月 30 日（水曜日）
（注） 11 月 30 日付日本経済新聞（朝刊）にて公開買付開始公告
を電子公告にて行った旨を掲載しております。なお、電子公
告アドレスは、次のとおりです。
http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/

４．公開買付期間

： 平成 28 年 11 月 30 日（水曜日） ～ 平成 29 年 1 月 18 日（水曜日）
（30 営業日）

５．決済の開始日

： 平成 29 年 1 月 25 日（水曜日）

６．公開買付価格

： 普通株式
1 株につき金 1,210 円
新株予約権 1 個につき金 1 円

７．買付予定数

： 70,504,566 株

８．買付予定数の上限

： なし

９．買付予定数の下限

： 47,003,100 株

10．公開買付代理人

： 大和証券株式会社
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応募受付期間
平成 28 年 11 月 30 日（水曜日） から 平成 29 年 1 月 18 日（水曜日）まで
※最終日の応募受付は 16 時で締め切りとさせていただきますのでご注意願います。

応募のお手続きにおいては、他の金融商品取引業者等からの株式の振替等に
日数を要する場合もございます。本公開買付けに応募される際には、お早めに
お手続きいただきますようお願い申し上げます。

受付場所
大和証券株式会社（以下、「大和証券」といいます。）の本店及び全国各支店（既に口座をお持ちの
場合には、お取引本支店といたします。後記の「受付場所一覧」をご参照ください。）で応募を受け付
けます。大和証券以外の金融商品取引業者等を経由した応募は受け付けません。
（注） 外国の居住者である株主（法人株主を含みます。以下、「外国人株主」といいます。）
の皆様は、日本国内の常任代理人を通じてご応募ください。
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応募要領
大和証券に口座をお持ちの株主の皆様は、口座をご開設いただいたお取引本支店へご連絡くださ
い。
大和証券に口座をお持ちでない株主の皆様は、応募に際して口座開設が必要になります。口座開
設の方法及び応募の方法につきましては、以下をご参照ください。
応募に際しては、大和証券より配布いたします「公開買付説明書」を必ずご一読いただき、
ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

大和証券への口座開設
下記をご持参のうえ、大和証券までお越しください。郵送による手続きをご希望の場合は大和証券ま
でお早めにお問い合わせください。

ご用意いただくもの
① ご印鑑
お届出印となります。
② 本人確認書類
次の個人番号及び本人確認書類が必要になります（法人の場合は、法人番号及び法
人本人の本人確認書類に加え、「現に取引に当たる担当者（取引担当者）」についての本
人確認書類及び当該法人のために取引の任にあたっていることの確認が必要になりま
す。）。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、大和証券までお問い合わせくださ
い。
個人の場合
下記、Ａ～Ｃいずれかの書類をご提出ください。
個人番号確認書類

本人確認書類

Ａ

個人番号カード（裏）

個人番号カード（表）

Ｂ

通知カード

Ｃ

ａのいずれか１種類、
又はｂのうち２種類

個人番号記載のある住民票の写し

ａ又はｂのうち、

又は住民票の記載事項証明書

「住民票の写し」「住民票の記載事項証明書」以外の１種類

ａ 顔写真付の本人確認書類
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要
パスポート、運転免許証、運転経歴証明書、各種福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書
ｂ 顔写真のない本人確認書類
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・発行から６ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要
住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要
各種健康保険証、国民年金手帳（氏名・住所・生年月日の記載があるもの）、各種福祉手帳等

法人の場合
下記Ａ～Ｃの確認書類をご提出ください。
Ａ

法人番号確認書類

・法人番号指定通知書又は
・法人番号印刷書類
・登記事項証明書又は

Ｂ

法人のお客さまの本人確認書類

・官公庁から発行された書類等
（名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容を確認
できるもの）
・個人番号カード（表）又は

Ｃ

お取引担当者の本人確認書類

・前記個人の場合の本人確認書類（ａのいずれか１種類、又は
ｂのうち２種類）

外国人（居住者を除きます。）、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合
日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居
住者の本人確認書類に準じるもの等（自然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるものに、法
人の場合は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容の記載のあるものに限ります。）

③ お振込先としてご指定いただく銀行口座等の口座番号がわかるもの
預金通帳、キャッシュカード等
（注）お客様のお取引内容、お預かり資産の状況により所定の口座管理料をいただく場合が
ございます。詳しくは大和証券の本店又は各支店にお問い合わせくださいますようお願
い申し上げます。

本公開買付けへの応募
大和証券への口座開設完了後、大和証券にて対象者株式の残高を有していることが確認され次第、
本公開買付けへの応募が可能となります。大和証券に備え付けの「公開買付応募申込書」に所要事
項をご記入のうえ、本公開買付けに応募してください。その際、大和証券へ届出いただいたご印鑑が
必要になりますので必ずご持参ください。また、本人確認書類が必要となる場合もありますので、事
前に大和証券までお問い合わせください。
株式の口座振替（信託銀行等の口座管理機関の特別口座において株式が管理されている場合も含
みます。）には相当数の日数を要します。大和証券への株式の口座振替が応募受付期間の最終日
に間に合わない場合、本公開買付けに応募ができなくなりますので、お早めに大和証券又は株式を
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管理している金融商品取引業者等にご相談ください。

大和証券以外の金融商品取引業者にて株式を管理している場合
株式を大和証券の口座に振替えることが必要ですので、現在株式を管理している金融商品取
引業者にて大和証券への振替手続きを行ってください。その際、大和証券の口座番号（特定口
座間で振替える場合は大和証券の特定口座の番号）が必要になりますので、お控えのうえお手
続きください。なお、株式の振替手続きだけでは応募は完了せず、別途応募手続きが必要とな
りますのでご注意ください。
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その他留意事項
課税区分の選択
① 個人の株主の場合
個人の株主の方につきましては、応募した株式に係る売却代金と取得費との差額は、株式の譲
渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。株式につきましては、特定口座のご利
用が可能となっております。なお、税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談い
ただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

② 日本に恒久的施設を有しない非居住者の場合
日本に恒久的施設を有しない非居住者の方は、原則として、当該譲渡益は非課税となります。
なお、確定申告の要否、税額等につきましては、状況により異なります。税務上の具体的なご質
問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げ
ます。

その他
公開買付者である株式会社 MBKP Resort は、株主（又は登録質権者）の皆様宛に本公開買付けの
内容に関する情報をご提供するため、公開買付代理人（大和証券）に対して、適法に取得した対象者
の株主の皆様のご連絡先に関する情報を、適用法令にしたがった適切な措置を講じた上で交付し、
かかる情報提供作業を合理的な範囲で行うことを依頼する予定です。
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受付場所一覧
大和証券株式会社 全国本支店一覧
本店

〒100-6755

千代田区丸の内 1-9-1

03-5555-7555

（グラントウキョウノースタワー18F）
札幌支店

〒060-8601

札幌市中央区大通西 3-7

011-214-6111

（北洋大通センター2F）
釧路支店

〒085-0015

釧路市北大通 11-1-2

0154-23-0161

青森支店

〒030-8611

青森市新町 2-5-13

017-777-2111

盛岡支店

〒020-8701

盛岡市菜園 1-12-10

019-652-1171

仙台支店

〒980-0021

仙台市青葉区中央 2-8-13

022-221-5111

秋田支店

〒010-0001

秋田市中通 4-5-2

018-831-2811

山形支店

〒990-0043

山形市本町 2-4-9

023-622-8151

福島支店

〒960-8651

福島市栄町 11-25

024-522-3111

郡山支店

〒963-8661

郡山市中町 10-10

024-932-3111

いわき支店

〒970-8026

いわき市平字田町 1-7

0246-23-0111

水戸支店

〒310-8601

水戸市泉町 2-3-2

029-226-9111

（中央ビル）
宇都宮支店

〒320-0033

宇都宮市本町 13-18

028-621-3531

高崎支店

〒370-0849

高崎市八島町 58-1

027-327-7111

（ウエストワン・ビル）
伊勢崎営業所

〒372-0042

伊勢崎市中央町 22-5

027-338-6120

（中央ビルメゾン石坂 2F）
大宮支店

〒330-0802

さいたま市大宮区宮町 1-89

048-642-3881

春日部営業所

〒344-0067

春日部市中央 1-51-1

048-642-3714

（春日部大栄ビル 5F）
浦和支店

〒330-0063

さいたま市浦和区高砂 2-14-18

048-834-6111

川口支店

〒332-0012

川口市本町 4-2-1

048-225-3611

所沢支店

〒359-1193

所沢市東町 12-12

04-2922-8111

草加営業所

〒340-0015

草加市高砂 2-9-1

03-4434-2160

（草加マルイ 6F）
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受付場所一覧
大和証券株式会社 全国本支店一覧
千葉支店

〒260-0015

千葉市中央区富士見 2-2-3

043-227-8181

船橋支店

〒273-0005

船橋市本町 4-40-22

047-424-2111

松戸支店

〒271-8501

松戸市本町 19-15

047-366-5111

うすい支店

〒285-0837

佐倉市王子台 1-28-8

043-462-1009

柏支店

〒277-0005

柏市柏 2-2-4

04-7166-2701

市川営業所

〒272-0034

市川市市川 1-3-18

03-3681-3304

（ECS 第 33 ビル 2F）
浦安営業所

〒279-0001

浦安市当代島 1-3-27

03-4531-2120

（イワオビル 2F）
日比谷支店

〒100-0011

千代田区内幸町 2-2-2

03-3508-8111

銀座支店

〒104-0061

中央区銀座 3-5-4

03-5250-8585

新宿支店

〒160-8401

新宿区新宿 3-30-11

03-3352-5141

仙川営業所

〒182-0002

調布市仙川町 1-11-12
（仙川山本ビル 2F）

03-4316-7500

新宿センタービル支店

〒163-0663

新宿区西新宿 1-25-1
（新宿センタービル B1）

03-3345-1661

上野支店

〒110-8515

台東区上野 2-13-10

03-3832-0191

亀戸支店

〒136-0071

江東区亀戸 2-22-17

03-3681-3181

新小岩営業所

〒124-0025

葛飾区西新小岩 1-9-7

03-4431-8380

（ガルデニア福島 2F）
五反田支店

〒141-8504

品川区西五反田 1-1-8

03-3493-1211

武蔵小山営業所

〒142-0062

品川区小山 4-4-7

03-4412-1080

（コスモ武蔵小山ビル 8F）
自由が丘支店

〒152-8561

目黒区自由が丘 2-12-15

03-3717-0141

学芸大学営業所

〒152-0004

目黒区鷹番 2-20-6
（タシロビル 4F）

03-4487-4080

蒲田支店

〒144-8502

大田区西蒲田 7-45-6

03-3732-9171

大森支店

〒143-0016

大田区大森北 1-5-1

03-5471-3311
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受付場所一覧
大和証券株式会社 全国本支店一覧
成城支店

〒157-0066

世田谷区成城 2-34-12

03-3415-5211

経堂営業所

〒156-0051

世田谷区宮坂 3-10-9
（経堂フコク生命ビル 2F）

03-3415-4173

渋谷支店

〒150-0041

渋谷区神南 1-23-14

03-3463-9211

用賀営業所

〒158-0097

世田谷区用賀 4-10-1
（世田谷ビジネススクエアタワーB1）

03-4323-8650

代々木上原営業所

〒151-0066

渋谷区西原 3-12-14
（西原ビル 3F）

03-4323-8630

三軒茶屋営業所

〒154-0004

世田谷区太子堂 2-16-5
（さいとうビル 4F）

03-4323-8640

中野支店

〒164-0001

中野区中野 2-30-5

03-5385-1311

池袋支店

〒171-0022

豊島区南池袋 2-28-14

03-3982-2141

成増営業所

〒175-0094

板橋区成増 1-30-13

03-4354-0280

（トーセイ三井生命ビル 2F）
池袋西口支店

〒171-0014

豊島区池袋 2-2-1

03-3980-1005

赤羽支店

〒115-0045

北区赤羽 1-9-5

03-3903-0311

練馬支店

〒176-0012

練馬区豊玉北 5-17-13

03-3992-0131

石神井公園営業所

〒177-0041

練馬区石神井町 3-27-23
（ガイア石神井公園ビル 5F）

03-6367-3220

千住支店

〒120-0034

足立区千住 2-26

03-3879-6111

吉祥寺支店

〒180-8521

武蔵野市吉祥寺本町 2-1-10

0422-22-9311

永福町営業所

〒168-0063

杉並区和泉 3-6-2
（プラムビル 3F）

0422-57-3660

府中支店

〒183-0055

府中市府中町 1-1-5

042-354-7000

国立支店

〒186-0002

国立市東 1-4-11

042-571-0211

立川支店

〒190-8686

立川市曙町 2-7-16

042-526-1711

（鈴春ビル）
八王子支店

〒192-0083

八王子市旭町 8-10
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042-644-2211

受付場所一覧
大和証券株式会社 全国本支店一覧
多摩支店

〒206-8520

多摩市関戸 1-7-5

042-375-5511

（京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターC 館 2F）
町田支店

〒194-8521

町田市原町田 6-12-20

042-722-2131

花小金井営業所

〒187-0003

小平市花小金井南町 1-18-14
（グラン・フルール 1F）

04-2907-3510

横浜支店

〒231-0015

横浜市中区尾上町 2-20

045-671-6700

横浜駅西口支店

〒220-8656

横浜市西区南幸 1-11-1

045-311-1271

日吉営業所

〒223-0062

横浜市港北区日吉本町 1-4-1
（篭山ビル 1F）

045-614-6150

戸塚支店

〒244-8601

横浜市戸塚区戸塚町 4100

045-864-1715

青葉台支店

〒227-0062

横浜市青葉区青葉台 2-9-2

045-983-8282

鷺沼営業所

〒216-0004

川崎市宮前区鷺沼 3-5-28

045-517-9220

（アグリアス鷺沼 1F）
相模原支店

〒252-0231

相模原市中央区相模原 1-2-17

042-730-7000

川崎支店

〒210-0007

川崎市川崎区駅前本町 12-1

044-244-2121

武蔵小杉営業所

〒211-0005

川崎市中原区新丸子町 915 番地
（武蔵小杉フコク生命ビル 2F）

044-577-2530

藤沢支店

〒251-0052

藤沢市藤沢 462

0466-23-8111

鎌倉支店

〒248-0006

鎌倉市小町 1-4-1

0467-23-1616

厚木支店

〒243-0018

厚木市中町 4-14-1

046-224-8111

茅ケ崎支店

〒253-0044

茅ケ崎市新栄町 9-9

0467-58-6111

横須賀支店

〒238-0008

横須賀市大滝町 2-6

046-821-1800

新潟支店

〒951-8611

新潟市中央区本町通七番町 1093-2

025-223-4101

長岡支店

〒940-0066

長岡市東坂之上町 1-2-5
（朝日生命長岡ビル）

0258-37-9001

富山支店

〒930-8611

富山市荒町 3-3

076-424-2411

高岡支店

〒933-0023

高岡市末広町 1014

0766-21-3500
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受付場所一覧
大和証券株式会社 全国本支店一覧
金沢支店

〒920-0869

金沢市上堤町 3-25

076-262-4211

福井支店

〒910-8601

福井市中央 1-4-28

0776-22-3311

甲府支店

〒400-0031

甲府市丸の内 2-1-1

055-222-0121

長野支店

〒380-0824

長野市南石堂町 1282-16

026-227-6501

上田営業所

〒386-0025

上田市天神 1-9-3

026-477-0115

（ASANO ビル 3F）
松本支店

〒390-0874

松本市大手 2-3-18

0263-35-0131

岐阜支店

〒500-8566

岐阜市神田町 7-7-8

058-265-2171

静岡支店

〒420-8722

静岡市葵区追手町 1-1

054-254-3151

浜松支店

〒430-8675

浜松市中区砂山町 6-1
（JR 浜松駅ビル 1F）

053-454-1411

沼津支店

〒410-0801

沼津市大手町 5-7-22

055-962-3590

名古屋支店

〒460-8653

名古屋市中区錦 3-15-30

052-963-7111

鳴海営業所

〒458-0831

名古屋市緑区鳴海町向田 1-3

052-728-1020

（名鉄鳴海駅構内 2Ｆ）
八事営業所

〒466-0815

名古屋市昭和区山手通 5-7-1

052-728-1000

（アイルモネ山手 1F）
名古屋駅前支店

〒450-0002

名古屋市中村区名駅 4-6-23

052-571-3111

豊橋支店

〒440-0888

豊橋市駅前大通 1-27-1

0532-55-0011

岡崎支店

〒444-0860

岡崎市明大寺本町 2-16

0564-24-6811

一宮支店

〒491-0859

一宮市本町 3-2-14

0586-71-6311

津支店

〒514-8601

津市丸之内 32-18

059-226-7111

彦根支店

〒522-0075

彦根市佐和町 6-9

0749-23-2111

京都支店

〒600-8005

京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町 28-2

075-251-2111

伏見営業所

〒612-8053

京都市伏見区東大手町 763
（若由ビル 3F）

075-251-2160
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受付場所一覧
大和証券株式会社 全国本支店一覧
大阪支店

〒530-8265

大阪市北区曽根崎新地 1-13-20

06-6454-7778

梅田支店

〒530-0012

大阪市北区芝田 1-1-3

06-6373-3311

北千里営業所

〒565-0874

吹田市古江台 4-2-60
（北千里医療ビル 2F）

06-6373-3130

難波支店

〒542-8511

大阪市中央区難波 4-2-3

06-6632-5151

京橋支店

〒534-0024

大阪市都島区東野田町 2-3-14

06-6354-1201

阿倍野支店

〒545-0052

大阪市阿倍野区阿倍野筋 2-4-46

06-6624-0333

岸和田支店

〒596-0055

岸和田市五軒屋町 3-8

072-423-3501

豊中支店

〒560-0021

豊中市本町 1-5-9

06-6854-1131

茨木支店

〒567-0829

茨木市双葉町 10-1
（茨木東阪急ビル 2F）

072-632-0651

堺支店

〒590-0075

堺市堺区南花田口町 2-3-1

072-223-8850

神戸支店

〒650-0021

神戸市中央区三宮町 1-2-4

078-392-7911

芦屋営業所

〒659-0093

芦屋市船戸町 3-2

078-955-9710

（タムラビル 4F）
姫路支店

〒670-0927

姫路市駅前町 254

079-223-2881

尼崎支店

〒660-0882

尼崎市昭和南通 4-27

06-6411-1481

明石支店

〒673-0892

明石市本町 2-2-22

078-917-0001

西宮支店

〒663-8204

西宮市高松町 3-32
（北口南阪急ビル 2F）

0798-66-3500

奈良支店

〒630-8666

奈良市高天町 48-1

0742-23-1271

和歌山支店

〒640-8651

和歌山市本町 1-47

073-431-1131

鳥取支店

〒680-8511

鳥取市今町 1-121

0857-29-1511

松江支店

〒690-0003

松江市朝日町 480-8

0852-27-7151

岡山支店

〒700-0907

岡山市北区下石井 1-1-3

086-225-1111
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受付場所一覧
大和証券株式会社 全国本支店一覧
広島支店

〒730-0011

広島市中区基町 12-9

082-228-5211

福山支店

〒720-8641

福山市延広町 1-1

084-931-3333

下関支店

〒750-0016

下関市細江町 1-2-12

083-231-5151

徳山支店

〒745-8611

周南市みなみ銀座 1-1

0834-21-5601

山口営業所

〒753-0074

山口市中央 3-1-7

0834-21-5670

（ミツイビル 3F）
徳島支店

〒770-0834

徳島市元町 1-24

088-623-0131

高松支店

〒760-8611

高松市番町 1-1-1

087-822-2222

松山支店

〒790-0003

松山市三番町 3-9-10

089-941-7101

新居浜支店

〒792-0016

新居浜市港町 2-10

0897-33-5800

高知支店

〒780-0870

高知市本町 1-2-7

088-823-0323

福岡支店

〒810-0001

福岡市中央区天神 1-12-5

092-713-4007

北九州支店

〒802-0003

北九州市小倉北区米町 1-2-26

093-531-1141

久留米支店

〒830-0032

久留米市東町 35-9

0942-33-2131

佐賀支店

〒840-0816

佐賀市駅南本町 4-1

0952-24-6121

長崎支店

〒850-0033

長崎市万才町 7-1

095-823-0181

熊本支店

〒860-8688

熊本市中央区花畑町 12-28

096-353-2551

大分支店

〒870-0035

大分市中央町 1-4-26

097-537-8111

宮崎支店

〒880-0805

宮崎市橘通東 4-6-30

0985-29-5211

鹿児島支店

〒892-0828

鹿児島市金生町 6-9

099-223-5141

那覇支店

〒900-0032

那覇市松山 1-1-14

098-861-5200

（那覇共同ビル 1F）
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