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トムソン・ジャパン・アクイジション有限会社による 
当社株式への公開買付け結果に関するお知らせ 

 

 当社はトムソン・ジャパン・アクイジション有限会社より、当社株式への公開買付け結果に関

して別紙のとおり発表を行った旨の報告を受けましたので、お知らせいたします。 

 なお、今回の公開買付けは平成 17 年 12 月６日から平成 18 年１月 16 日までの 42 日間に、同社

が、40,884 株（発行済み株式総数の 44.54％）以上の当社株式の取得を目指した公開買付けです。

１株当たりの価格は 148,000 円でした。 

 また、トムソンのプレスリリースに記載の「100％取得を目指す方針」に対する当社としての具

体的な方針は決っておりませんので、決まり次第お知らせ致します。 
                                                                               以上 
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カノープス株式会社株式の公開買付けの結果に関するお知らせ 

 

 当社は、平成17年12月６日付で公開買付開始公告を行い、同日よりカノープス株式会社株式の公開買付けを行

ってまいりましたが、公開買付期間が平成18年１月16日をもって終了いたしましたので、その結果につきまして

下記のとおりお知らせいたします。 

記 

 

１. 公開買付けの内容 

(1) 対象者の名称   カノープス株式会社 

(2) 買付け等に係る株券等の種類 普通株式 

(3) 公開買付期間   平成17年12月６日(火曜日)から 

平成18年１月16日(月曜日)まで（42日間） 

 

２. 公開買付けの結果 

(1) 応募の状況 

 買付予定の株券の数  40,884株 

 応募株券の総数    55,981株 

 買付株券の総数    55,981株 

 

(2) 公開買付けの成否 

 買付予定の株券の数（40,884株）に対し、応募株券の総数は55,981株となりましたので、応募株券の

全ての買付けを実施いたします。 

 

３． 決済の方法及び開始日 

(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 

   大和証券エスエムビーシー株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 

  （公開買付代理人） 

   大和証券株式会社    東京都千代田区大手町二丁目６番４号 

  （復代理人） 

 

(2) 決済の開始日 

   平成18年１月24日（火曜日） 

 

(3) 決済の方法 

 遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等の住所（外国人株主の場合はその常任代理人の住所）宛に

郵送します。 

 買付けは、現金にて行います。買付けられた株券に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の

開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等の指定した場所へ送金するか、公開

買付代理人又は復代理人の応募受付をした各本店又は全国各支店にてお支払いします。 

 

４． 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 

    株式会社東京証券取引所    東京都中央区日本橋兜町２番１号 

    トムソン・ジャパン・アクイジション有限会社 東京都千代田区麹町五丁目７番地 

以 上 
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プレスリリース 
 

仏トムソン、カノープス株式に対する TOB 成功 

持株比率 94.31%を達成 
 

 
【2006 年 1 月 1７日 － パリ / 東京】    仏トムソン S.A.社 （Thomson S. A. ユーロネクスト・パリ証券取引所: 
18453、ニューヨーク証券取引所: TMS）は、高画質映像編集ソフトおよび関連機器で業界をリードするカ

ノープス株式会社 （東証 2 部: 6774、以下、カノープス）株式を対象とし、Thomson S.A.が全額出資子会

社である日本法人を通じて間接的にその持分の 100％を所有するトムソン・ジャパン・アクイジション有限

会社（Thomson S.A.と併せて、以下、トムソン）を公開買付者として 2005 年 12 月 6 日から実施しておりま

した公開買付（TOB）が昨日成功裏に終了しましたので、ここにお知らせいたします。 
 
トムソンは、公開買付代理人の大和証券エスエムビーシー株式会社より、昨日の買付期間の終了時点に

おいて、買付予定数 40,884 株を上回る 55,981 株の応募があったとの報告を受け、応募株券の全ての買

付けを行います。買付価格は 1 株当り 148,000 円です。買付け後のトムソンが保有するカノープス株式は、

カノープスの代表取締役会長である山田広司氏およびその親族から譲り受ける株式 30,600 株と合計し

て 86,581 株となり、発行済株式総数の 94.31%となります。買付けの決済は、公開買付届出書に記載さ

れた方法に従い 1 月 24 日から開始されます。トムソンは、本日関東財務局長に対し、証券取引法の規定

に基づき公開買付報告書を提出いたします。 
 
本件は、トムソン傘下のグラスバレーによる放送・ネットワーク事業の大幅な強化に貢献するものです。グ

ラスバレー事業はトムソンの 2 ヶ年成長戦略において高い収益成長が見込める 4 つのコア事業の 1 つと

して位置づけられています。トムソンは、メディアおよびエンターテインメント業界において顧客層を拡大し、

デスクトップ･ビデオ編集、ビデオ IP ソリューション、デジタルメディア変換など多岐にわたる技術の提供を

加速させることを目指していますが、本件はまさにかかる戦略的目的に合致します。 
 
トムソンのグラスバレー事業のプレジデント、マーク･バレンティンは以下のように述べています。「公開買

付けの成功を非常に嬉しく思います。トムソンとカノープスの組み合わせは、両社の顧客ならびに社員に

とって非常にメリットが大きいものと確信しております。今後、カノープスをトムソンの一員として迎えること

を楽しみにしています」。 
 
なお、当初発表いたしました通り、トムソンは引き続きカノープス株式の 100%取得を目指しており 
ます。 

 



 

本件に関するお問い合わせ 
 
ギャビン・アンダーソン  電話: 03-5404-0640 (担当: 加藤、和田、服部) 
 
トムソンについて(フランス) 

広報担当  電話: ＋33 1 41 86 58 51 (Martine Esquirou)  
   メール: martine.esquirou@thomson.net 
IR 担当   電話:  +33 1 41 86 61 48 (James D. Johnson) 
   メール: james.johnson@thomson.net 

 
トムソンのグラスバレー事業について(米国) 

広報担当  電話: +1-503-526-7904 (Laura Barber-Miller) 
    メール: laura.barber-miller@thomson.net 

 

カノープスについて 

カノープスは、映像編集・配信分野においてプロフェッショナルおよび個人向けにデジタル映像および画像処

理ソリューションを提供しており、それら商品群は数々の賞を獲得しています。同社は、革新的なハードウエア

とソフト･デザインを組み合わせ、性能、機能性、信頼性で優れた新しい標準を創り出しています。カノープスの

先進的な HD、HDV、DV、MPEG コーデック技術は世界の業界で高く評価されており、これらの技術は、映像

編集ソリューション、トランスコーディング製品、ネットワークを活用した映像配信システムなどに組み込まれてい

ます。 
 
カノープスは東京、米国、英国、ドイツ、中国の拠点から成るグローバルな販売ネットワークを構築しています。

同社は、主に、放送関連、プロフェッショナル映像編集、企業内映像編集市場向け、政府および教育関連機

関向けに商品やサービスを提供しています。 

 

トムソンについて － メディア・エンターテインメント業界のパートナー 

トムソンは、急速に変化を続ける技術環境の中で顧客の事業目的を実現し、顧客のパフォーマンスを最適化

するため、メディアおよびエンターテインメント業界の顧客(コンテンツ制作、配信業者など)向けに技術、システ

ム、サービスを提供しています。トムソングループ傘下には、テクニカラー、グラスバレー、RCA、トムソンのブラ

ンドを有し、メディア･エンターテインメント業界で選ばれるパートナー企業となることを目指しています。詳しくは、

ホームページ www.thomson.net  をご覧下さい。 

トムソンの 2004 年 12 月期の連結売上高（ディスプレイ部門および家電製品部門を除く）は 58 億 6,700 万ユー

ロ（約 7,885 億円）、時価総額は 2005 年 11 月 30 日時点で 47 億 7,150 万ユーロ（約 6,731 億円）です。 

トムソンのシステム･設備部門は、グラスバレーおよびトムソンのブランドのもと、アナログおよびデジタルエンタ

ーテインメント映像配信向けに、映像･映画技術、製品、サービスを開発し、ハリウッドの主要スタジオや、主要

テレビ局、衛星放送局、ケーブルテレビ局に提供しています。同部門には、セット･トップ･ボックス、テレコミュニ

ケーション、接続の事業が含まれます。グラスバレー事業については、www.thomsongrassvalley.com 、
www.thomsongrassvalley.co.jp をご覧下さい。 
 




