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平成 19 年 2 月 20 日 

各      位  

 

会社名 日産ディーゼル工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 仲村 巖 

（コード番号 7210 東証第 1部） 

問合せ先 広報・ＩＲ室主管 廣重 浩 

 （TEL 048-726-7601） 

 

当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 

 

 

当社は、平成 19 年 2 月 20 日開催の取締役会において、エヌエー株式会社（以下、「公開買付

者」といいます。）による当社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。）について賛同の意を表明することを決議いたしましたので、お知らせいた

します。 

なお、本表明にかかる決議は、本公開買付けにより、公開買付者が相当数の株券等を取得でき

た場合には、その後、公開買付者が当社を 100%子会社化する予定であること、及び当社株式が

上場廃止となる予定であることを前提としております。 

 

記 

 

１．公開買付者の概要 

（１） 商号 エヌエー株式会社 

（２） 事業内容 

当社の株式を取得及び保有し、本公開買付終了後に当社の

事業を支配し、管理することを主たる事業の内容としてお

ります。 

（３） 設立年月日 平成 19 年 1 年 30 日 

（４） 本店所在地 東京都港区虎ノ門四丁目１番８号 

（５） 代表者の役職・氏名 代表取締役 ヤーン・マグナソン 

（６） 資本金 25,000,000,000 円 

（７） 大株主及び持株比率 Aktiebolaget Volvo（以下「ボルボ」） 100.0％ 

資本関係 

該当事項はありません。 

なお、当社の筆頭株主（当社の発行済普通

株式の 19.0％及び発行済優先株式の全部を

保有）であるボルボが、買付者の発行済株

式の全てを保有しています。 

人的関係 

該当事項はありません。なお、ボルボのエ

グゼクティブ・バイス・プレジデントであ

るヨルマ･ハロネン（Jorma Halonen）氏が

当社の取締役副会長に就任しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

（８） 
買付者と当社の 

関係等 

関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません。なお、ボルボは当

社の主要株主です。 
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２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

 

(1) 本公開買付けに関する意見の内容 

当社は、平成 19 年 2 月 20 日開催の取締役会において、公開買付者による当社株券等に

対する公開買付けについて賛同の意を表明することを決議いたしました。従って、当社は、

本公開買付けに応募することを勧めます。 

 

(2) 本公開買付けに関する意見の理由 

 公開買付者は、ボルボが届出日現在において発行済株式の全てを保有する買収目的会社

です。また、ボルボは、当社の普通株式の 19.0％を保有する筆頭株主であり、当社の発行

する優先株式（第Ⅰ種優先株式、第Ⅱ種優先株式及び第Ⅳ種優先株式）（以下総称して「本

優先株式」といいます。）の全部を保有しております。 

公開買付者は、当社の発行済株式のうち、ボルボが保有する本優先株式及び当社が保有

する自己株式を除いた全株式及び当社の発行済の全新株予約権を取得する目的で、本公開

買付けを実施いたします。 

 

 ボルボは、トラック、バス、建設機械、船舶及び産業用設備の駆動システム並びに航空

エンジン部品の製造等を行う世界でも有数の製造会社の一つです。ボルボ及びその関連会

社（以下「ボルボ・グループ」といいます。）は、約 83,000 名の従業員を擁し、18 カ国に

製造工場を有し、約 185 カ国で製品の販売を行っております。2006 年 12 月期のボルボ・

グループの売上高は約 2,481 億クローネ（約 4兆 2,952 億円）、当期利益は約 163 億クロー

ネ（約 2,825 億円）でした。同社はストックホルム証券取引所及び米国ナスダック市場に

上場しています。ボルボ・グループは、現在、ボルボ・トラック、ルノー・トラック、

マック・トラック、ボルボ・バス、ボルボ建設機械、ボルボ・ペンタ、ボルボ・アエロ、

ボルボ金融サービスの 8つの事業部門からなっています。ボルボ・グループは、ヨーロッ

パ最大、世界 2位の大型トラックメーカーです。 
 

当社グループは、1935 年に創業し、トラック、バス、エンジン、部品の製造・販売を主

な事業内容とし、これらの事業に関連する各種サービス活動を展開しております。 

当社の経営を振り返りますと、1998 年度から 2002 年度まで国内普通トラック全体需要

は 8万台割れという過去にない水準で推移しました。かかる状況下、連結決算制度が導入

され販売会社の累損が大きな経営問題となり、当社は主力銀行および日産自動車㈱、ル

ノーSA による支援を梃子に「‘98－‘99 構造改革」を断行いたしました。この取り組みの

内容はグループ人員削減、群馬工場閉鎖、直系販売会社 41 社を 10 社に統合、日産ディー

ゼル工業と同販売の統合、上尾工場及び周辺土地の売却、保有有価証券の売却等で、この

結果企業体質は大幅に改善され、国内普通トラック全体需要 75 千台で利益の出る筋肉質の

体制を確立しました。しかしながら過大な有利子負債と薄い自己資本という脆弱な財務体

質は未解決のままでした。 

2002 年度に就任した新経営陣は“有利子負債削減”と“営業利益率向上”を目標とし

キャッシュフロー経営を機軸とした「‘03－‘05 新中期経営計画」を策定し、2002 年度下

期から活動を開始した結果、2005 年度の目標有利子負債 2,500 億円、営業利益率 5.5％を

2003 年度に前倒し達成いたしました。 

これにより収益力の大幅な向上が図られましたが、当社グループが抱える課題、過小資

本と繰越損失の解決には相当な時間が掛かると予想されました。更に環境規制強化による

開発費の増大、競合他社のリストラ及び提携強化による競争力向上に加え、減損会計、退

職給付債務の処理、国際会計基準への対応が必要でした。 

このような本質的な経営課題を解決するために日産自動車㈱、ルノーSA 及び主力銀行の

支援を得て、１）財務リストラ実行による強固な財務体質構築、２）安定的事業基盤確立、

３）積極経営への転換による企業価値の向上、を目的とする「‘04－‘08 新長期経営計

画」を 2003 年 9 月に策定しました。 

内容は、１）将来発生が予想される損失への予防措置として、減損会計の早期適用、厚
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生年金基金の代行返上と退職給付未認識債務の償却、債権分類基準の厳格化による追加引

当、国際会計基準に基づく製品保証引当等、２）将来に亘る経営の安定性確保のため、新

型小型商用車の開発と生産、テストコースの日産自動車㈱への売却、エース総合リースの

ＧＥへの売却、新東風汽車との提携等、３）日産自動車㈱、ルノーSA 及び主力銀行の支援

として、日産自動車㈱及び主力銀行によるデット･エクイティ･スワップ（債務の株式化）

による優先株式の引受、ルノーSA の当社株式の一部無償消却であります。本計画の実行に

より当社グループの財務体質は飛躍的に改善され、長期的に積極的な経営を行っていく基

盤が確立されました。 

2003 年度から 2005 年度までは増収を継続し、営業利益、経常利益は 3 期連続で過去最

高益を更新し、またフリーキャッシュフローも高水準を維持してきました。この結果、発

行した優先株式のうち約 7 割を消却し、普通株式の希薄化防止と優先株式の配当負担軽減

に努めて参りました。また格付機関 2 社から投資適格格付を取得し市場評価も向上いたし

ました。 

こうした中、当社は、長期ビジョンである「ＵＤ：究極の信頼」を実現すべく、2005 年

11 月、成長戦略として、06-08 中期経営計画「ＰＦＶ（プラン フォー ビジョン）」を策

定致しました。「ＰＦＶ」のもと、国内におきましては、他社に先駆けて発売した新長期排

出ガス規制に適合した大型トラック「クオン」、トラックのライフサイクル全ての段階での

収益機会を逃さない直系販売会社網などの強みを最大限に活用し、海外では、日系企業と

しては当社のみが大型トラック生産拠点を持つ中国、ブランドイメージが確立している南

アフリカ、安定した販売が見込める北米、東南アジアなどでの販売に努めてまいりました。 

2006 年 3 月、世界第 2 位のトラックメーカーであるボルボが、当社株式の 13％を取得し、

当社の筆頭株主となりました。また、ボルボは 2006 年 9 月に普通株を追加取得し、現在の

19％の普通株持株比率となるとともに、当社の優先株式の全てを取得いたしました。当社

とボルボとの間では、2006 年 4 月以降 5 つの事業領域（商品企画、商品開発、生産、販売、

調達）を中心に、アライアンスのシナジー効果を高めるべく検討を進め、2006 年 11 月に

その概要を発表いたしました。最もスケールメリットがあり、かつ早期に達成可能な事業

領域は調達であり、数量拡大による当社の原価低減効果は顕著であると見込まれます。商

品開発、商品企画、生産、及び販売等の事業領域でも同様のシナジー効果が期待できるも

のと見込まれております。 

しかしながら、今後の厳しい経営環境下において、これらシナジー効果の発現をより早

くより確実にし、また世界的な環境規制強化に対応する企業競争に勝ち抜いてゆき成長し

ていくためには、巨額な開発投資、設備投資、海外投資等の資金負担が発生いたします。

そのためにはボルボ・グループとの一体的な経営体制が有効であり、グループとしての利

益極大化を目指すことが、当社の利益ある成長を実現し、企業価値の向上を図ることが可

能になるものと考えております。また、資金面においても財務上の裏付けを提供すること

になっております。これにより当社グループの顧客、従業員、取引先等のステークホル

ダーの満足度向上や成長機会の提供が図られると判断いたしました。 

また、本公開買付けにおける普通株式の買付価格である 540 円は、当社の平成 19 年 2 月

19 日までの過去 3 か月の東京証券取引所の終値の単純平均値に約 32％のプレミアムを加え

た価格であり、第三者機関の算定等に基づき検討した結果妥当な価格であるものと判断し

ております。本公開買付けにおける新株予約権の買付価格についても同様に、第三者機関

の算定等に基づき検討した結果妥当な価格であるものと判断しております。従って、本公

開買付けに賛同の意を表明いたします。 

 

なお、新株予約権については、譲渡制限が付されていますが、新株予約権割当契約書に

基づいて行使権限がすでに認められている新株予約権（未行使のものに限ります。）のうち

保有者から本公開買付けへの応募の希望があったものについて本公開買付けに応募するた

めの譲渡を取締役会で承認する予定です（具体的には、最大で、第 1 回新株予約権のうち

1,478 個、第 2 回新株予約権のうち 1,863 個がそれぞれ譲渡承認の対象となる予定です。

また、第 3 回新株予約権については本公開買付けの公開買付期間中に行使権限が認められ

るものは存在しない予定であるため譲渡を承認しない予定です。）。また、当社は、公開買
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付者が当社の全ての普通株式を取得するために(4)記載の手続を実行することを計画してい

ることに鑑み、本公開買付けに応募する株主と応募しない株主との間に経済的効果の差異

が生ずる可能性を避けるため、本日開催の取締役会において、平成 19 年 3 月期末の配当を

行わないことを決議しております。 

 

 

(3) 本公開買付けに関する意見の根拠 

当社取締役会は、本公開買付けに関する意見を検討するにあたり、第三者算定機関であ

るみずほ証券株式会社より当社株式等の価値に関する算定報告書を取得いたしました。同

報告書では、市場株価基準法、Discounted Cash Flow（ＤＣＦ）法、類似企業比較法の各

手法を用いて、総合的に評価した結果、当社の１株当たり普通株式価値のレンジは、505円

から565円が相当であると報告されています。また、当社取締役会は外部顧問弁護士の助言

を受け、その上でこれらの情報を参考にして、当社の企業価値及び株主利益の観点から本

公開買付けにつき十分な協議及び交渉を行った結果、本公開買付けの買付価格は公正妥当

であると判断し、本公開買付けに賛同することを出席取締役の全員一致で決議いたしまし

た。 

また、社外監査役を含むいずれの監査役も当社取締役会が本公開買付けに賛同する旨の

意見を表明することに賛成する旨の意見を述べています。 

 

但し、当社の取締役であり、ボルボのエグゼクティブ・バイス・プレジデント（ボル

ボ・グループのデピュティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー）であるヨルマ・ハロ

ネン(Jorma Halonen)氏については、特別利害関係を有するおそれがあるため、上記取締役

会の審議及び決議には参加しておりません。 

 

(4) 本公開買付け後の予定 

公開買付者は、当社の全ての株券等（但し、ボルボが保有する本優先株式及び当社が保

有する自己株式に係る株券等を除く。）を取得する目的で、本公開買付けを実行します。

しかし、本公開買付けによりボルボの保有する本優先株式及び当社の自己株式を除いたす

べての株券等を取得できなかったときには、公開買付者は、以下の方法により、当社の普

通株式の株主に対して株式の換価の機会を提供しつつ、その普通株式を全て取得すること

を計画しています。 

具体的には、本公開買付けにより、公開買付者が相当数の株券等を取得できた場合には、

公開買付者は、現時点においては、(i)①当社が発行している全ての普通株式に全部取得

条項を付すことを内容とする定款の一部変更を行うこと、及び②当該全部取得条項付種類

株式を全て取得するのと引換えに別個の普通株式を交付することを付議議案に含む株主総

会、並びに(ii)上記(i)①の定款変更を付議議案に含む当社普通株主による種類株主総会

の開催を当社に求める予定です。公開買付者は、特別関係者とともに、上記の株主総会及

び種類株主総会において上記各議案に賛成する予定です。上記各手続が実行された場合に

は、当社の発行する全ての普通株式は全部取得条項付種類株式に変更された上で、全てこ

れを当社が取得することとなります。当社の株主には当該取得の対価として当社の別個の

普通株式が交付されることとなりますが、当社は当該普通株式の上場申請は行わない予定

です。当社の株主で当社の普通株式の一株に満たない端数しか受け取れない株主に対して

は、我が国の法令の手続に従い、当該端数に相当する株式を売却することによって得られ

る金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数の株式の売却の結果株主に

交付される金銭の額については、本公開買付けの買付価格と同一の基準に基づき算定する

予定です。また、全部取得条項が付された株式の取得の対価として交付する当社の普通株

式の数は本日現在未定でありますが、公開買付者が当社の普通株式を全部取得することが

できるよう、本公開買付けに応募しなかった公開買付者以外の当社の株主に対し交付しな

ければならない当社の普通株式の数が一株に満たない端数となるよう決定する予定です。 

 

普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、少数株主の権利保護を
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目的として会社法第 116 条及び第 117 条その他の関係法令の定めに従って、株主がその有

する株式の買取請求を行なうことができる旨が定められており、また、同様の趣旨に基づ

き、全部取得条項が付された株式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会

社法第 172 条その他の関係法令の定めに従って、当該株式の取得の価格の決定の申立てを

行なうことができる旨が定められております。なお、これらの方法による 1 株あたりの買

取価格及び取得価格は、本公開買付けの買付価格と異なることがありえます。これらの方

法による請求又は申立てを行なうにあたっては、その必要手続等に関しては株主各位にお

いて自らの責任にて確認され、ご判断いただくこととなります。 

 

また、①当社の発行する全ての普通株式を全部取得条項付種類株式に変更し、②当社の

全部取得条項付種類株式を全て取得するのと引換えに別個の普通株式を交付するという上

記方法については、関連法令についての当局の解釈、本公開買付け後の公開買付者の株券

等所有割合及び公開買付者以外の当社株主の当社の株式の保有状況、並びに当社と公開買

付者とを統合するに際しての税務・会計上の影響等の事情により、それと概ね同等の効果

を有する他の方法に変更する可能性があります。但し、その場合でも、公開買付者以外の

当社の株主に対しては、最終的に金銭を交付する方法を採用することを予定しております。 

また、本公開買付けの成立後新株予約権が残存していた場合、公開買付者は、適用法令

に従い、残存する新株予約権（もしあれば）全てを消滅させる予定です。 

 

なお、上記の各手続における税務上の取扱については、株主各位により税務専門家にご

確認下さい。 

 

公開買付者は、本公開買付けにおいて、対象会社の全ての株券等（但し、当社の自己株

式及びボルボが保有する本優先株式を除く。）を取得することを目的としており、本公開

買付けの結果、当社の株主数が一定数を下回った場合や大株主上位 10 名の保有比率が 90%

を超えた場合等には、当社の株式は東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手

続を経て上場廃止となります。また、当社の株式は、当社がその上場株式の全部を取得す

る場合にも上場廃止となります。上場廃止となった場合、当社の株式は東京証券取引所に

おいて取引ができなくなり、これを将来売却することが困難になることが予想されます。 

 

（注） 本書中のスウェーデン・クローネから日本円への換算は、平成 18 年 12 月 29 日現在の株式

会社三菱東京UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 1 スウェーデン・クローネ＝17.31 円

により計算されています。なお、1 円未満の端数は切り捨てております。 

 

 

３．公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 

該当事項はありません。 

 

４．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

該当事項はありません。 

 

５．公開買付者に対する質問 

該当事項はありません。 

 

６．公開買付期間の延長請求 

該当事項はありません。 

 

以 上 
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本件について、このホームページ上で当該情報を閲覧された方は、公開買付者による社外発表

（平成 19 年 2 月 20 日午前 7 時 45 分から 12 時間を経過するまで（平成 19 年 2 月 20 日午後 7 時

45 分まで）は、証券取引法第 167 条第 3 項及び同施行令第 30 条の規定により、内部者取引（い

わゆるインサイダー取引）規制に関する第一次情報受領者として日産ディーゼル工業株式会社の

株券等の買付け等が禁止される可能性がありますので、十分にご注意ください。万一、当該買付

け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上の責任を問われることがあっても、当社は一切責

任を負いかねますので、予めご了承ください。 

 

 

※添付資料：「日産ディーゼル工業株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 

   （エヌエー株式会社（公開買付者）による当社株式の買付等の概要） 
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平成 19 年２月 20 日 

 

 

各   位 

会 社 名 エヌエー株式会社 

代 表 名 代表取締役 ヤーン・マグナソン 

  

 

 

日産ディーゼル工業株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

当社は、平成19年２月20日開催の取締役会において、下記のとおり日産ディーゼル工業株式会

社（コード番号 7210 東証第一部、以下「対象者」又は「日産ディーゼル」といいます。）の株式及び

新株予約権を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議いたしまし

たので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 買付け等の目的 

 

(1) 本公開買付けの概要 
 

当社は、ボルボ社（Aktiebolaget Volvo）（本社：スウェーデン王国、ヨーテボリ市、社長兼 CEO：レイ

フ・ヨハンソン（Leif Johansson）氏、以下「ボルボ」といいます。）が本日現在において発行済株式の全

てを保有する買収目的会社です。当社は、対象者の発行済株式のうち、ボルボが保有する第Ⅰ種優

先株式、第Ⅱ種優先株式及び第Ⅳ種優先株式（以下総称して「本優先株式」といいます。）並びに対

象者が保有する自己株式を除いた全株式及び全新株予約権を取得する目的で、本公開買付けを実

施いたします。なお、当社は、対象者が発行している各本優先株式については、それぞれの唯一の所

有者であるボルボより、買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘が行われないことにつき同意

する旨の書面を受領しております。また、当社は、本公開買付けの決済に必要な資金を、自己資金及

び本公開買付けの決済開始日までの間に行うボルボからの借入れによってまかないます。 

 

(2) 本公開買付けの背景 
 

当社の完全親会社であるボルボ及びその関連会社（以下「ボルボ・グループ」といいます。）は、トラ

ック、バス、建設機械、船舶及び産業用設備の駆動システム並びに航空エンジン部品の製造等を行う

世界でも有数の製造会社の一つです。また、ボルボ・グループは、その顧客に対し金融サービスの提

供も行っております。 

ボルボ・グループは、約83,000名の従業員を擁し、18カ国に製造工場を有し、約185カ国で製品の

販売を行っております。2006年 12月 31日に終了した事業年度におけるボルボ・グループの売上高は

約 2,481 億クローネ（約 4 兆 2,952 億円）です。ボルボの発行する株式は、スウェーデン王国のストック

ホルム証券取引所及び米国ナスダック市場に上場されています。2006 年 12 月 29 日現在のボルボの

時価総額は、約 2,000 億クローネ（約 3 兆 4,620 億円）であり、筆頭株主は、ボルボの株主資本の約

21.8%（議決権の約 21.3%）を有するルノーSA です。 

ボルボ・グループは、ボルボ・トラック、ルノー・トラック、マック・トラック、ボルボ・バス、ボルボ建設機

械、ボルボ・ペンタ、ボルボ・アエロ、ボルボ金融サービスの８つの事業部門からなっています。 

特に、ボルボ・グループは、ヨーロッパ最大、また、世界で２番目に大きな大型トラックの製造会社で

す。ボルボ・グループ内の３つのトラック製造子会社は、以下のとおり、特色のある相互に区別されるブ

ランドを築いており、いくつかの市場においては競合関係にあります。 
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・ ボルボ・トラックは、長距離、地域内輸送及び建設作業用の中大型から大型のトラックを製造して

います。その製品は、全世界で販売されています。 

・ ルノー・トラックは、配送用の軽トラックから長距離用の大型トラックまで、様々な種類の車両を提供

しており、ヨーロッパにもっとも強固な基盤を有しています。 

・ マック・トラックは、主に建設作業、大型地域内輸送及び廃棄物収集に使用される特別装備トラッ

クを製造しており、北米市場に特化しています。 

さらに、ボルボ・グループは、大型ディーゼルエンジンの世界最大の製造会社です。ディーゼルエン

ジン及び変速装置の全ての開発及び製造は、ボルボ・パワートレインという組織に集約されています。 

 

一方、対象者は、ディーゼルエンジン、小型・中型・大型のディーゼルトラック、バス、バスのシャーシ

及び特殊目的車両等の製造販売等を行う会社です。 

日産ディーゼル及びその関連会社（以下「日産ディーゼル・グループ」といいます。）は、約 8,900 名

の従業員を擁し、日本を中心としてグローバルに製品の販売、サービスの提供を行っています。平成

18 年 3 月期の事業年度において、日産ディーゼル・グループの売上高は約 4,830 億円であり、また、

平成 18 年 12 月 29 日現在の時価総額は約 1,221 億円でした。 

 

ボルボは、平成18年 3月に、日産自動車株式会社（以下「日産自動車」といいます。）から対象者の

普通株式 40,000,000 株（その時点の発行済普通株式の約 13.1%）を取得するとともに、同普通株式

18,211,000 株（その時点の発行済普通株式の約 5.9%）を追加的に取得することができる買取オプショ

ンを取得しました。また、ボルボ・グループのデピュティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(Deputy 

Chief Executive Officer)であるヨルマ・ハロネン(Jorma Halonen)氏が、平成18年6月、現在の役職であ

る日産ディーゼルの取締役副会長に就任しました。その後、同年 9 月に、ボルボは、日産自動車との

買取オプション契約に基づく権利を行使し、その所有する対象者の普通株式を 58,211,000 株（その時

点の発行済普通株式の約 19.0%）とするとともに、対象者の発行済の本優先株式の全てを取得しました。

本優先株式全てが現時点において転換されたと仮定した場合、本優先株式は、日産ディーゼルの普

通株式 165,060,286 株となることが見込まれており、ボルボの本日現在の保有普通株式と合わせると、

既存の新株予約権による希薄化効果を考慮に入れて、日産ディーゼル普通株式の約 46.5%をボルボ

が保有することになります。 

 

(3) 本公開買付けの目的 
 

ボルボは、日本市場を戦略的に重要な市場と位置づけているところ、日産ディーゼルが、過去数年

にわたり、必ずしも十分な経営資源を有していなかったにもかかわらず、経営上、財務上の改善を実現

してきたことに注目してきました。 

もっとも、商用車製造業界においては、厳しい環境規制等により製品開発費や製造費が急速に増

加しています。また、車両からの排出ガスを削減し、代替的な燃料及び動力伝達装置を開発するため、

新技術の研究開発等に多額の投資が必要とされるようになっています。そのため、トラック業界におい

てさらなる統合を行い、規模の経済を実現する必要性が増し、ボルボ及び日産ディーゼルにとって本

公開買付けが有意義なものとなりました。 

平成 18 年４月以降、ボルボ及び日産ディーゼルは、主に商品企画、商品開発、生産、販売及び調

達の５つの分野において相乗効果を実現するための方法を検討してきました。しかし、潜在的な相乗

効果を実現するためには、向こう２年から４年間にわたり、多額の投資が行われる必要があります。この

点、ボルボは、ボルボ・グループの一部としての日産ディーゼルに提供される財務的な安定性は、上記

の潜在的な相乗効果を実現することに加え、日産ディーゼルの日本における基盤及び評価を維持し

つつ、日産ディーゼルの事業をさらに世界規模で発展させるためにも有用であると考えています。また、

ボルボ・グループが日産ディーゼルを完全に保有することにより、ボルボ及び日産ディーゼルは、日産

ディーゼルの長期的な企業価値を最大化するという視点から、必要な決定を迅速かつ効率的に行うこ

とができるようになります。 

日産ディーゼルは、製品及び地域的な意味において、ボルボ・グループを補完できる地位にありま

す。ボルボ・グループの一員として、日産ディーゼルは、アジア太平洋地域及び全世界双方で、成長
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の機会を獲得できる立場に位置づけられることになり、これにより、現在の日本市場への大幅な依存を

減少させることができます。特に、平成 21 年及び 22 年に発効する日本の新排出ガス規制に先がけて

必要な決定を行い、競争力ある製品を企画、開発するためには、このタイミングで、本公開買付けを実

施して二社間の統合を促進することがボルボ及び日産ディーゼルの最善の利益につながると考えられ

ます。 

以上の理由により、当社は、ボルボが保有する本優先株式及び対象者が保有する自己株式を除い

た対象者の株式並びに新株予約権の全部を取得することを目指して本公開買付けを実施することを

決定いたしました。 

 

なお、対象者取締役会は、ボルボ・グループから独立したフィナンシャル・アドバイザー（みずほ証券

株式会社）を第三者算定機関として選定して株式評価を依頼し、このフィナンシャル・アドバイザー及

び法律顧問等の助言を受けて、ボルボとの間で十分な協議及び交渉を行った結果、本公開買付けの

買付価格は公正妥当であると判断し、平成 19 年２月 20 日開催の取締役会において、本公開買付け

に賛同することを出席取締役の全員一致で決議しております。ただし、ボルボのエグゼクティブ・バイ

ス・プレジデント（ボルボ・グループのデピュティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー）及び対象者の取

締役であるヨルマ・ハロネン(Jorma Halonen)氏については、利益相反の問題が存するため、上記取締

役会の審議及び決議には参加しておりません。また、対象者の社外監査役を含むいずれの監査役も

対象者取締役会が本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することに賛成する旨の意見を述べてい

ます。 

 

(4) 本公開買付け後の組織再編及び経営の方針 
 

日産ディーゼルは、ボルボ・グループ内の事業部門と同様の方法により、ボルボ・グループに統合さ

れる予定です。すなわち、パワートレイン、調達、製品開発、製品企画及び IT などにおける、グループ

全体にわたるサポート機能が導入される予定です。また、その後、エンジン、変速装置等の主要なコン

ポーネントについては、ボルボ・グループ内の全てのトラック会社とプラットフォームを徐々に統合して

いく予定です。また、ボルボは、日産ディーゼルの将来の資金需要をボルボ・グループ全体の資金調

達及び財務活動の中で管理し、それにより、日産ディーゼルの成長のための財務上の支援を提供して

いく予定です。 

日産ディーゼルは、ボルボの商標のついたトラックの販売を含む日本におけるボルボ・グループのト

ラック営業活動の管理を幅広く担うことが予定されています。さらに、ボルボは、日産ディーゼルが現在

営業を行っていない世界の複数の市場に日産ディーゼルの製品を投入する予定です。日産ディーゼ

ルの自社製品は引き続き日産ディーゼル及びUDの商標で販売されることが予定されています。 

ボルボは、現在のところ、現在の日産ディーゼルの経営陣をそのまま維持する予定であり、本公開

買付け後も日産ディーゼルが日産ディーゼルの既存の経営陣によって経営されることを希望しており

ます。 

当社は、対象者の全ての株券等（ただし、ボルボが保有する本優先株式及び対象者が保有する自

己株式に係る株券等を除く。）を取得する目的で、本公開買付けを実行します。しかし、本公開買付け

によりボルボの保有する本優先株式及び対象者が保有する自己株式を除いた全ての株券等を取得で

きなかったときには、当社は、以下の方法により、対象者の普通株式の株主に対して株式の換価の機

会を提供しつつ、その普通株式を全て取得することを計画しています。 

具体的には、本公開買付けにより、当社が相当数の株券等を取得できた場合には、当社は、現時点

においては、(i)①対象者が発行している全ての普通株式に全部取得条項を付すことを内容とする定款

の一部変更を行うこと、及び②当該全部取得条項付種類株式を全て取得するのと引換えに別個の普

通株式を交付することを付議議案に含む株主総会、並びに(ii)上記(i)①の定款変更を付議議案に含

む対象者普通株主による種類株主総会の開催を対象者に求める予定です。当社は、特別関係者とと

もに、上記の株主総会及び種類株主総会において上記各議案に賛成する予定です。上記各手続が

実行された場合には、対象者の発行する全ての普通株式は全部取得条項付種類株式に変更された

上で、全てこれを対象者が取得することとなります。対象者の株主には当該取得の対価として対象者

の別個の普通株式が交付されることとなりますが、当該普通株式の上場申請は行われない予定です。
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対象者の株主で対象者の普通株式の一株に満たない端数しか受け取れない株主に対しては、我が

国の法令の手続に従い、当該端数に相当する株式を売却することによって得られる金銭が交付される

ことになります。なお、当該端数の合計数の株式の売却の結果株主に交付される金銭の額については、

本公開買付けの買付価格と同一の基準に基づき算定する予定です。また、全部取得条項が付された

株式の取得の対価として交付する対象者の普通株式の数は本日現在未定でありますが、当社が対象

者の普通株式を全部取得することができるよう、本公開買付けに応募しなかった当社以外の対象者の

株主に対し交付しなければならない対象者の普通株式の数が一株に満たない端数となるよう決定する

予定です。 

 

普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、少数株主の権利保護を目的とし

て会社法第116条及び第117条その他の関係法令の定めに従って、株主がその有する株式の買取請

求を行なうことができる旨が定められており、また、同様の趣旨に基づき、全部取得条項が付された株

式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会社法第 172 条その他の関係法令の定め

に従って、当該株式の取得の価格の決定の申立てを行なうことができる旨が定められております。なお、

これらの方法による 1 株あたりの買取価格及び取得価格は、本公開買付けの買付価格と異なることが

ありえます。これらの方法による請求又は申立てを行なうにあたっては、その必要手続等に関しては株

主各位において自らの責任にて確認され、ご判断いただくこととなります。 

 

また、①対象者の発行する全ての普通株式を全部取得条項付種類株式に変更し、②対象者の全部

取得条項付種類株式を全て取得するのと引換えに別個の普通株式を交付するという上記方法につい

ては、関連法令についての当局の解釈、本公開買付け後の当社の株券等所有割合及び当社以外の

対象者株主の対象者の株式の保有状況、並びに対象者と当社とを統合するに際しての税務・会計上

の影響等の事情により、それと概ね同等の効果を有する他の方法に変更する可能性があります。ただ

し、その場合でも、当社以外の対象者の株主に対しては、最終的に金銭を交付する方法を採用するこ

とを予定しております。 

また、本公開買付けの成立後新株予約権が残存していた場合、当社は、適用法令に従い、残存す

る新株予約権（もしあれば）全てを消滅させる予定です。 

当社は、本公開買付けにおいて、対象会社の全ての株券等（ただし、ボルボが保有する本優先株

式及び対象者が保有する自己株式を除く。）を取得することを目的としており、本公開買付けの結果、

対象者の株主数が一定数を下回った場合や大株主上位 10名の保有比率が 90%を超えた場合等には、

対象者の株式は東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となりま

す。また、対象者の株式は、対象者がその上場株式の全部を取得する場合にも上場廃止となります。

上場廃止となった場合、対象者の株式は東京証券取引所において取引ができなくなり、これを将来売

却することが困難になることが予想されます。 

 

なお、本公開買付けは、上記株主総会における対象者の株主の賛同を勧誘するものでは一切あり

ません。また、上記の各手続における税務上の取扱については、株主各位により税務専門家にご確認

下さい。 

 

（注） 本書中のスウェーデン・クローネから日本円への換算は、平成 18年 12 月 29 日現在の株式

会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 1 スウェーデン・クローネ＝17.31 円

により計算されています。なお、1 円未満の端数は切り捨てております。 

 

 

２．買付け等の概要 

（1） 対象者の概要 



 

 5

① 商号             

② 事業内容       

③ 設立年月        

④ 本店所在地        

⑤ 代表者の役職・氏名     

⑥ 資本金             

⑦ 大株主構成及び持株比率 

日産ディーゼル工業株式会社 

自動車、エンジン、部品の製造・販売 

昭和 25 年５月 

埼玉県上尾市大字壱丁目 1番地 

取締役社長 仲村 巖 

38,630 百万円 （平成 18 年９月 30 日現在） 

（平成 18 年９月 30 日現在） 

ボルボ社(常任代理人 大和証券エスエムビーシー株式会社) 18.98% 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4.92% 

株式会社みずほコーポレート銀行 3.97% 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3.15% 

日本生命保険相互会社 2.54% 

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 2.39% 

株式会社りそな銀行 1.94% 

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド 

（常任代理人 モルガン・スタンレー証券会社） 

 

1.76% 

株式会社損害保険ジャパン 1.39% 

第一生命保険相互会社 

（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） 

 

1.36% 

（注1） 対象者の概要に関する情報は、対象者が平成18年12月26日に提出した第82期中半期報告書に

基づき記載しております。 

（注2） 持株比率は、平成18年９月30日現在における対象者の発行済普通株式総数（306,634,106株）を

基準に算出しております。 

 

⑧ 当社と対象者の関係等 

資本関係：当社親会社のボルボ（当社株式100%保有）は対象者の発行済普通株式 数

の 18.98%及び発行済優先株式の総数を保有しております。 

人的関係：ボルボのエグゼクティブ・バイス・プレジデントであるヨルマ・ハロネン（Jorma 

Halonen）氏は対象者の取締役副会長に就任しております。 

取引関係：該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況：ボルボは対象者の主要株主です。 

 

（2） 買付け等の期間 

   ① 届出当初の買付け等の期間 

平成 19 年２月 21 日（水曜日）から平成 19 年３月 23 日（金曜日）まで （22 営業日） 

   ② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

      証券取引法（以下「法」といいます。）第27条の10第３項の規定により、対象者から買付け等

の期間を延長することを請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、買

付け等の期間は 30 営業日、公開買付期間は平成 19 年４月４日（水曜日）までとなります。 

     

（3） 買付け等の価格 

株券        普通株式   1 株につき 金 540 円 

新株予約権証券 ① 第１回新株予約権  1 個につき 金 224,000 円 

   ② 第２回新株予約権  1 個につき 金 184,000 円 

   ③ 第３回新株予約権  1 個につき 金 127,000 円 

 

（4） 買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

i) 普通株式 

公開買付者は、本公開買付けにおける普通株式の買付価格を決定するにあたり、公開買付者
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のフィナンシャル・アドバイザーである三菱ＵＦＪ証券株式会社（以下、「三菱ＵＦＪ証券」といいま

す。）に対し、買付価格の決定の参考資料として対象者の株式価値の算定を依頼しました。三菱

ＵＦＪ証券は、採用すべき評価方法についての検討を行い、最終的に市場株価平均法、DCF（デ

ィスカウンテッド･キャッシュフロー）法及び類似会社比較法による評価を実施し、各手法における

算定結果を総合的に勘案のうえ、対象者の普通株式１株あたりの価値の算定を行いました。なお、

それぞれの手法において算定された対象者の普通株式１株あたりの価値の範囲は以下の通りで

す。 

 

市場株価平均法： 406 円から 437 円 

DCF 法： 413 円から 590 円 

類似会社比較法： 410 円から 510 円 

 

当社は、上記の算定結果及び三菱ＵＦＪ証券の意見を参考にしつつ、上記範囲内での検討を

進めました。当社は、対象者とボルボとの間で生み出されるシナジー効果、対象者による本公開

買付けへの賛同の可否、及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者との協

議・交渉の結果等も踏まえ、買付価格を 540 円と決定いたしました。なお、本公開買付けの買付

価格は平成 19 年２月 19 日までの過去３ヶ月の東京証券取引所第１部における対象者の株式の

売買価格の終値の単純平均値 410 円（小数点以下四捨五入）に対して、約 32%のプレミアムを加

えた水準となります。 

 

ii) 新株予約権 

当社は、第１回新株予約権、第２回新株予約権及び第３回新株予約権の買付価格を決定する

にあたり、「ストック･オプション等に関する会計基準（企業会計基準第８号）」及び「ストック･オプシ

ョン等に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第 11 号）」に基づき評価技法とし

てブラック・ショールズ式を採用し、各新株予約権の行使価格、行使可能期間、行使条件その他

の内容及び株価変動性、上記普通株式の本公開買付けにおける買付価格等の諸条件、新株予

約権を当社が取得することにより当社の有する対象者の株式持分の潜在的希釈化が防止される

ことなどの諸事情を勘案した上で、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、新株予約権の買付

価格を決定しました。なお、各回による買付価格の差異は、それぞれの行使価格（本日現在にお

ける１株当たりの行使価格は、第１回新株予約権につき 335 円、第２回新株予約権につき 442 円、

第３回新株予約権につき 661円）、行使可能期間（第１回新株予約権につき平成 18年７月１日か

ら平成 23年６月 30日まで、第２回新株予約権につき平成19年７月１日から平成24年６月 30日

まで、第３回新株予約権につき平成 19 年７月１日から平成 25 年３月 31 日まで）その他の条件の

差異に基づくものです。また、各回の新株予約権の買付価格が、各回の行使価格と上記普通株

式の本公開買付けにおける買付価格（540円）との単純差額を上回るのは、新株予約権の買付価

格にオプション価値が含まれていることによるものです。なお、オプション価値は、行使可能期間

から算出される予想残存期間や株価変動性などにより構成されております。 

 

② 算定の経緯 

i) 普通株式 

当社は、本公開買付けにおける普通株式の買付価格を決定するにあたり、当社のフィナンシャ

ル・アドバイザーである三菱ＵＦＪ証券に対し、買付価格の決定の参考資料として対象者の株式価

値の算定を依頼しました。三菱ＵＦＪ証券は、この依頼を受け、採用すべき評価方法についての検

討を行い、対象者の財務状況、営業状況、及び本公開買付け以降の一連の取引により対象者と

ボルボとの間で生じることが予想されるシナジーなどの潜在的収益力等の諸要素を踏まえ、最終

的に市場株価平均法、DCF（ディスカウンテッド･キャッシュフロー）法及び類似会社比較法による

評価を実施し、対象者株式価値を算定いたしました。当社及びボルボは、平成 19 年１月 18 日こ

ろから対象者との間で交渉を開始し、本公開買付けの買付価格について協議を重ねて参りまし

た。 
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これに対し、対象者は、平成19年 1月 18日ころより、本公開買付けの是非及びその条件の適

否について検討してまいりました。これに際し、対象者は、ボルボから独立した第三者算定機関

であるみずほ証券株式会社をフィナンシャル・アドバイザーとして選定し、その株式価値の評価を

踏まえ、みずほ証券株式会社及び独立した法律事務所の助言をえながら、ボルボ及び当社と協

議・交渉を行い、最終的に、両者は、本公開買付けの買付価格である 540 円に合意するに至りま

した。 

この合意を受けて、ボルボは平成 19年２月 19日開催の取締役会において本公開買付けの普

通株式の買付価格を 540 円と決定し、かかる決定を受けて、平成 19 年２月 20 日開催の当社取

締役会は、本公開買付けの普通株式の買付価格を 540 円とすることを決定いたしました。 

他方、対象者取締役会も、そのフィナンシャル・アドバイザーの株式価値の算定結果、上記ボ

ルボ及び当社との協議・交渉の結果を踏まえ、本公開買付けの買付価格は公正妥当であると判

断し、平成19年２月20日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同することを出席取締役

の全員一致（ただし利害関係人を除く。）で決議しております。対象者の社外監査役を含むいず

れの監査役も対象者取締役会が本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することに賛成する

旨の意見を述べています。ただし、対象者の取締役であり、またボルボ・グループの役員であるヨ

ルマ・ハロネン(Jorma Halonen)氏は、利益相反関係にあるため、対象者の上記取締役会の審議

及び決議に参加しておりません。 

なお、普通株式の買付価格は、対象者株式の平成 19 年２月 19 日までの過去３ヶ月間の東京

証券取引所における売買価格の終値の単純平均値 410 円(小数点以下四捨五入)に対して約

32%のプレミアムを加えた価格であります。また、本公開買付けの普通株式の買付価格は、三菱Ｕ

ＦＪ証券が算定した対象者株式価値のレンジの範囲内に含まれています。 

 

ii) 新株予約権 

一方、本公開買付けの第１回新株予約権、第２回新株予約権及び第３回新株予約権の買付価

格につきましては、当社は、買付価格を決定するにあたり、「ストック･オプション等に関する会計

基準（企業会計基準第８号）」及び「ストック･オプション等に関する会計基準の適用指針（企業会

計基準適用指針第 11号）」に基づき評価技法としてブラック・ショールズ式を採用し、各新株予約

権の行使価格、行使可能期間、行使条件その他の内容及び株価変動性、上記普通株式の本公

開買付けにおける買付価格等の諸条件、新株予約権を当社が取得することにより当社の有する

対象者の株式持分の潜在的希釈化が防止されることなどの諸事情を勘案した上で、対象者との

協議・交渉の結果等も踏まえ、新株予約権の買付価格を決定いたしました。新株予約権の買付

価格の決定に際しても、当社と対象者との間での協議・交渉を経ており、対象者取締役会の賛同

決議を得ております。 

（注1） 対象者が発行している各本優先株式については、それぞれの唯一の所有者であるボルボより、買付

け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘が行われないことにつき同意する旨の書面を受領してお

ります。 

（注2） 第１回ないし第３回新株予約権の買付価格を、本日現在のそれぞれの新株予約権１個の目的たる普

通株式の数（1,000 株）で除した価格は、第１回新株予約権につき 224 円、第２回新株予約権につき

184 円、第３回新株予約権につき 127 円となります。 

 

③ 算定機関との関係 

該当事項はありません。 

 

（5） 買付予定の株券等の数    

株券等種類 ①株式に換算した買付予定数 ②株式に換算した超過予定数 

株 券 ― 株 ― 株

新 株 予 約 権 証 券 ― 株 ― 株

新 株 予 約 権 付 社 債 券 ― 株 ― 株

株 券 等 預 託 証 券 （  ） ― 株 ― 株

合 計 ― 株 ― 株
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（注1） 本公開買付けの買付予定の株券等の普通株式に換算した数は、対象者が平成18年12月26日に提

出した第 82 期中半期報告書に記載された平成 18 年９月 30 日現在の発行済普通株式総数

306,634,106 株に、第１回新株予約権ないし第３回新株予約権の行使により発行又は移転される可能

性のある対象者普通株式（平成 18 年 10 月１日以降、本日までに第１回新株予約権が行使されたこと

により発行又は移転された対象者普通株式を含みます。）の最大数（8,422,000 株）を加え、対象者が

平成18年９月30日現在で実質的に所有する自己株式数（79,157株）を控除した株式数（314,976,949

株）です。 

（注2） 本公開買付けでは、買付け等を行う株券等の上限及び下限を設定しておりません。従って、応募株券

等（応募新株予約権証券を含みます。以下同じです。）の全部の買付けを行います。 

（注3） 対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。 

（注4） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。ただし、応募に際しては、株券を提出

する必要があります（株式会社証券保管振替機構（以下「保管振替機構」といいます。）に預託されて

いる単元未満株式については、保管振替機構の振替制度を通じて三菱ＵＦＪ証券に振り替えることに

より、本公開買付けへの応募が可能となるため、株券を提出する必要はありません。）。なお、会社法

に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続きに従

い買付け等の期間中に自己株式を買い取ることがあります。この場合、対象者は、市場価格で当該買

取りを行います。 

（注5） 買付け等の期間末日までに第１回新株予約権が行使される可能性があり、当該行使により発行又は

移転される対象者普通株式も本公開買付けの対象としております。 

 

 

（6） 買付け等による株券等所有割合の異動 

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 
0 個

（買付け等前における株券等所有割合 

0.00%）

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 
223,269 個

（買付け等前における株券等所有割合 

47.38%）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
314,976 個

（買付け等後における株券等所有割合 

100.00%）

対象者の総株主の議決権の数 306,151 個  

（注1） 「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、前記「(5) 買付予定の株券等の数」の「（注１）」に記載され

ている、本公開買付けにおける買付予定数（314,976,949 株）に係る議決権の数です。 

（注2） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成 18年 12 月 26 日に提出した第 82期中半期報告

書に記載された平成 18年９月 30 日現在の総株主の議決権の数です。 

（注3） 「買付け等前における株券等所有割合」の計算においては、対象者の総株主の議決権の数（306,151

個）に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のうち本優先株式に係る議決

権の数（165,058個）を加えた471,209個を分母として計算しております。なお、本優先株式に係る議決

権の数は、各種本優先株式につき取得請求権が行使された場合に生じる単元未満株式を合算せず

に計算しています。 

（注4） 「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、分母につき、上記半期報告書に記載さ

れた対象者の総株主の議決権の数（306,151個）に、単元未満株式についても本公開買付けの対象と

していますので平成18年９月 30日現在の単元未満株式404,106株から対象者の保有する自己単元

未満株 157 株を引いた 403,949 株に係る議決権の数（403 個）、買付予定の対象者新株予約権の普

通株式に換算した数（8,422,000 株）に係る議決権の数 8,422 個、並びに本公開買付けの対象とはな

っていない特別関係者の所有する本優先株式の普通株式に換算した数（165,060,286 株）に係る議決

権の数（165,058 個）を加えた 480,034 個として計算しております。また、分子につき、買付予定の株券

等に係る議決権の数（314,976 個）に、本公開買付けの対象とはなっていない特別関係者の所有する

本優先株式の普通株式に換算した数（165,060,286 株）に係る議決権の数（165,058 個）を加えた、

480,034 個として計算しております。なお、本優先株式の普通株式に換算した数に係る議決権の数は、

各種本優先株式につき取得請求権が行使された場合に生じる単元未満株式を合算せずに計算して
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います。 

（注5） 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小

数点以下第３位を四捨五入しています。 

 

（7） 買付代金 

168,340 百万円（予定） 

（注）買付代金は、(i)対象者の平成 18 年９月 30 日現在の発行済普通株式総数 306,634,106 株から同日時点

で対象者が実質的に保有する自己株式 79,157 株を除いた数に公開買付期間の末日までに第１回新株

予約権の行使により発行又は移転される可能性のある最大2,451,000株を加算した株式数に１株当たりの

買付価格を乗じた額、並びに(ii) 第１回新株予約権2,451個、第２回新株予約権2,970個及び第３回新株

予約権 3,001 個にそれぞれの買付価格を乗じた額の合計額の総額（最大値）を記載しています。 

 

（8） 決済の方法 

   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 

三菱ＵＦＪ証券株式会社    東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 

 

   ②決済の開始日 

平成 19 年３月 29 日（木曜日） 

（注）法第 27 条の 10 第３項の規定により公開買付期間が延長された場合は、平成 19 年４月 12 日（木曜日）と

なります。 

 

   ③決済の方法 

       公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等に関する通知書を応募株主等(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。

買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)

の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場

合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。 

 

   ④株券等の返還方法 

       下記「(9) その他買付け等の条件及び方法」の「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」に記載の条件に基づき応募株券等を買付けないこととなった場

合には、返還することが必要な株券等は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)

の指示により、公開買付けの撤回等を行った日以後速やかに、応募株主等への交付若しくは

応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所への郵送により返還するか、又は、

当該株券等が応募の時点において公開買付代理人(若しくは公開買付代理人を通じて保管振

替機構)により保管されていた場合は、応募が行われた時の保管の状態に戻します。 

 

（9） その他買付け等の条件及び方法 

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 

該当事項はありません。当社は、応募株券等の全部の買付けを行います。 

 

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 

証券取引法施行令（以下「令」といいます。）第 14 条第１項第１号イないしリ、ヲないしソ、第２号、

第３号イないしチ、第４号、第５号並びに同条第２項第３号ないし第６号に定める事項のいずれ

かが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 

本公開買付けの撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲

載します。ただし、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、発行

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（以下「府令」といいま

す。）第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。 
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③買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容および引下げの開示の方法 

公開買付期間中に対象者が株式の分割その他政令で定める行為を行った場合には、府令で

定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを

行おうとする場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載

します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規

定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなさ

れた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により

買付けを行います。 

 

④応募株主等の契約の解除権についての事項 

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除すること

ができます。契約の解除をされる場合は、公開買付期間の末日の16時00分までに、公開買付

代理人の本店又は全国各支店に公開買付応募申込の受付票を添付の上、本公開買付けに

係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。

契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。

ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の 16 時 00 分までに到達することを

条件とします。 

なお、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の

支払いを応募株主等に請求することはありません。また、保管した応募株券等の返還に要する

費用も当社の負担とします。 

 

⑤買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

当社は、公開買付期間中、法第27条の６第１項により禁止される場合を除き、買付条件等の変

更を行うことがあります。 

この場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

ただし、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第 20 条に

規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場

合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け

を行います。 

 

⑥訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

当社が訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容

のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第 20 条に規定する方法により公

表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している

応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範

囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面

を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。 

 

⑦公開買付けの結果の開示の方法 

本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第９条の４及び府令第

30 条の２に規定する方法により公表します。 

 

（10）公開買付開始公告日     平成 19 年２月 21 日（水曜日） 

（11）公開買付代理人        三菱ＵＦＪ証券株式会社 

 

３．その他 

（１） 公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 

当社は、本公開買付けにおける普通株式の買付価格を決定するにあたり、当社のフィナンシャル・

アドバイザーである三菱ＵＦＪ証券に対し、買付価格の決定の参考資料として対象者の株式価値の算
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定を依頼しました。三菱ＵＦＪ証券は、この依頼を受け、採用すべき評価方法についての検討を行い、

対象者の財務状況、営業状況、及び本公開買付け以降の一連の取引により対象者とボルボとの間で

生じることが予想されるシナジーなどの潜在的収益力等の諸要素を踏まえ、最終的に市場株価平均

法、DCF（ディスカウンテッド･キャッシュフロー）法及び類似会社比較法による評価を実施し、対象者

株式価値を算定いたしました。当社及びボルボは、平成 19 年１月 18 日ころから対象者との間で交渉

を開始し、本公開買付けの買付価格について協議を重ねて参りました。 

これに対し、対象者は、平成 19 年１月 18 日ころより、本公開買付けの是非及びその条件の適否に

ついて検討してまいりました。これに際し、対象者は、ボルボから独立した第三者算定機関であるみず

ほ証券株式会社をフィナンシャル・アドバイザーとして選定し、その株式価値の評価を踏まえ、みずほ

証券株式会社及び独立した法律事務所の助言をえながら、ボルボ及び当社と協議・交渉を行い、最

終的に、両者は、本公開買付けの買付価格である 540 円に合意するに至りました。 

この合意を受けて、ボルボは平成 19年２月 19日開催の取締役会において本公開買付けの普通株

式の買付価格を540円と決定し、かかる決定を受けて、平成19年２月 20日開催の当社取締役会は、

本公開買付けの普通株式の買付価格を 540 円とすることを決定いたしました。 

他方、対象者取締役会も、そのフィナンシャル・アドバイザーの株式価値の算定結果、上記ボルボ

及び当社との協議・交渉の結果を踏まえ、本公開買付けの買付価格は公正妥当であると判断し、平成

19年２月20日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同することを出席取締役の全員一致（た

だし利害関係人を除く。）で決議しております。対象者の社外監査役を含むいずれの監査役も対象者

取締役会が本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することに賛成する旨の意見を述べています。

ただし、対象者の取締役であり、またボルボ・グループの役員であるヨルマ・ハロネン(Jorma Halonen)

氏は、利益相反関係にあるため、対象者の上記取締役会の審議及び決議に参加しておりません。 

なお、普通株式の買付価格は、対象者株式の平成 19 年２月 19 日までの過去３ヶ月間の東京証券

取引所における売買価格の終値の単純平均値 410 円(小数点以下四捨五入)に対して約 32%のプレミ

アムを加えた価格であります。また、本公開買付けの普通株式の買付価格は、三菱ＵＦＪ証券が算定し

た対象者株式価値のレンジの範囲内に含まれています。 

一方、本公開買付けの第１回新株予約権、第２回新株予約権及び第３回新株予約権の買付価格に

つきましては、当社は、買付価格を決定するにあたり、「ストック･オプション等に関する会計基準（企業

会計基準第８号）」及び「ストック･オプション等に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針

第 11 号）」に基づき評価技法としてブラック・ショールズ式を採用し、各新株予約権の行使価格、行使

可能期間、行使条件その他の内容及び株価変動性、上記普通株式の本公開買付けにおける買付価

格等の諸条件、新株予約権を当社が取得することにより当社の有する対象者の株式持分の潜在的希

釈化が防止されることなどの諸事情を勘案した上で、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、新株

予約権の買付価格を決定いたしました。新株予約権の買付価格の決定に際しても、当社と対象者との

間での協議・交渉を経ており、対象者取締役会の賛同決議を得ております。 

 

 

（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 

 

① 当社は、本公開買付け及びその後の一連の手続により、対象者を完全子会社化する予定で
す。従って、本公開買付けにおいて取得する株式数の上限を設定しておらず、本公開買付

けの結果次第では、対象者株式は東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手

続を経て上場廃止となる可能性があります。上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所

において取引することはできません。 

② 対象者は、平成 19 年２月 20 日開催の取締役会において、平成 19 年３月期末の配当を行
わないこと及び優先配当金の支払を行わないことについて、本年６月に予定している定時株

主総会に諮ることを決議しております。 

以 上 
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このプレスリリースは、公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたもの

ではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず当社が作成する公開買付説明書をご覧頂いた上で、株主ご自身の

判断で申込みを行って下さい。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に

該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース（若しくはその一部）又はその配布の事実が当該公

開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとしま

す。 

このプレスリリースには、日産ディーゼル株式を取得した場合における、当社の経営陣の考え方に基づく、事業展開の見

通しを記載しております。実際の結果は多くの要因によって、これらの見込みから大きく乖離する可能性があります。 

国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる

場合はそれらの制限に留意し、遵守して下さい。本公開買付けの実施が違法となる国又は地域においては、仮にこのプ

レスリリースが受領されても、本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことに

はならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。 


