
各 位 

平成 19年３月 14日 

株式会社日興コーディアルグループ 

 

当社株式等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 

 

株式会社日興コーディアルグループ（以下「当社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、

シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシー（以下「買付者」といいます。）による当

社株式等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、下記のとおり意見を表明

することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１ 公開買付者の概要 

（１） 商 号 シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシー 

（２） 事 業 内 容 持株会社 

（３） 設 立 年 月 日 平成 19年２月 20日 

（４） 本 店 所 在 地 アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン市オレンジストリート 1209 

（５） 代表者の役職・氏名 社長、ウィリアム・H・ウォルフ（William H. Wolf） 

（６） 資 本 金 該当事項はありません 

（７） 大株主及び持株比率 シティグループ・インク  100％ 

 

資 本 関 係

 

買付者と当社の間に資本関係はありません。なお、買

付者はシティグループ・インクの 100％子会社で、買付

者の関係会社であるシティグループ・インターナショ

ナル・エルエルシー（同じくシティグループ・インク

の 100％子会社です。）は当社株式 47,501,743 株（発行

済株式総数の約 4.9％）を保有しております。 

人 的 関 係 該当事項はありません 

 

取 引 関 係

 

買付者と当社の間に取引関係はありません。当社は買

付者の 100％親会社であるシティグループ・インク等と

の間で、日興シティグループ証券株式会社の業務運営

等に関する株主間契約、日興シティグループ証券株式

会社と日興コーディアル証券株式会社との間における

リレーションシップ・マネージャー契約及び当社グ

ループとシティグループ関係会社との海外提携業務の

運営に関する諸契約、また日興シティ信託銀行株式会

社の業務運営等に関する株主間契約等を締結しており

ます。 

（８） 
買付者と対象者の 

関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当事項はありません 

 



 

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、本日開催の取締役会において、買付者による当社株式等に対する本公開買付けに賛同の意見

を表明することを決議いたしました。したがって、当社は本公開買付けへの応募を勧めます。 

 

(2) 本公開買付けに関する意見の理由 

買付者はシティグループ・インク（以下「シティグループ」といいます。）が本日現在において社員

持分の全てを保有しているリミテッド・ライアビリティ・カンパニー（有限責任会社）です。本公開買

付けにおいて当社株式等を取得することを目的として米国デラウェア州法に基づき平成 19年２月 20日

に設立されました。 

買付者の関係会社であるシティグループ・インターナショナル・エルエルシーは、平成 10年に当社

の筆頭株主となり、当社との合弁会社、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社（後に日興シティグ

ループ証券株式会社に事業譲渡）を平成 11 年に設立し、投資銀行業務を展開してまいりました。また、

平成 13年８月以来、当社との合弁会社である日興シティ信託銀行株式会社においては、投資信託関連

信託業務を中心に業務を展開してまいりました。このように、当社とシティグループは、長年に亘り、

強力なパートナーシップを築いてまいりました。また、シティグループ・インターナショナル・エルエ

ルシーは本日現在、当社の発行済株式総数の約 4.9％を保有しております。 

当社が業務を行っている金融サービス業界は、多様化するお客様のニーズに幅広く対応することが求

められており、その結果、金融サービス業者の大規模化、リテールビジネスにおける銀証融合モデルの

台頭、ホールセールビジネスにおける国際化等が急速に進展しております。 

このような中、当社は、平成 18年 12月 18 日に、平成 17年３月期及び平成 18年３月期の半期報告

書・有価証券報告書を訂正することを発表しました。その結果、同日に、株式会社東京証券取引所（以

下「東証」といいます。）、株式会社大阪証券取引所（以下「大証」といいます。）及び株式会社名古屋

証券取引所（以下「名証」といいます。）は、虚偽記載に該当するおそれがあるとして、それぞれ、当

社株式を監理ポストに割り当てることを決定しました。 

当社は、失った信頼を回復するため、有価証券報告書等を訂正したことに関連する事実・原因の究明

及び内部統制・コンプライアンス上の諸問題について調査する、社内組織から独立した外部の専門家か

らなる「特別調査委員会」を平成 18年 12 月 27 日に設置、同委員会は平成 19年１月 30 日に調査結果

を公表しました。当社は、特別調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、今後、二度とこのような事態

を起こさないための対策として同年２月 13日に再発防止・業務改善策を策定し、発表しました。そし

て、当社は、平成 19年２月 27日、平成 17年３月期及び平成 18年３月期の半期報告書・有価証券報告

書並びに平成 19年３月期の半期報告書の訂正報告書を提出しております。これを受け、東証、大証及び名

証は、それぞれ各取引所の定める株券上場廃止基準への該当性を検討し、平成 19年３月 12日、これら

に該当しないとして当社株式の上場を維持し、平成 19年３月 13日付で監理ポストへの割当てを解除す

る旨決定するとともに、当社に対し注意勧告の実施と改善報告書の提出を求めました。 

当社はこのような経営環境及び自社の状況について様々な観点から分析、検討を行い、シティグルー

プとの間で十分な協議及び交渉を行った結果、当社の株主、お客様、取引先、従業員等の利益を保全し、

証券市場の安定性を確保しつつ投資者の信頼を回復するためには、シティグループとの包括的戦略提携

が不可欠であると判断しております。 

当社は、日本の文化に深く根ざしたブランド力により築かれた国内有数のお客様の基盤と先進的なマ

ルチネットワーク化された強力な商品・サービス供給力を、強みと認識しております。その一方で、シ



 

ティグループは、世界最大級の金融サービスグループとしてのグローバルなプレゼンス及び高品質かつ

広範な金融サービス供給力、世界最高レベルの企業統治システムを有しております。また、両社は、

各々の業務領域において相互に補完的であり、既存の合弁会社において、強固な事業基盤を有していま

す。両社は、両社を取り巻く状況及び両社の既存の強力なパートナーシップの存在をふまえ、平成 19

年３月６日に締結した包括的戦略提携契約（以下「本提携契約」といいます。）のなかで、それぞれの

強みを活かしつつ、総合的な金融サービスグループとなるために業務提携を実施することに合意いたし

ました。個人のお客様には、日興コーディアル証券株式会社の個人向け証券業務とシティグループの個

人向け銀行業務及びクレジットカード業務との提携による、双方のお客様に幅広い商品・サービスを提

供すること、法人のお客様にはシティグループのグローバルな総合的ソリューションを提供することで、

共同事業の拡充を図ってまいります。 

 

(3) 本公開買付けに関する意見の根拠 

本公開買付けにおいては、当社普通株式１株あたり 1,700 円の買付価格で、当社株券等につき特別関

係者の所有株式と合わせて過半数(株式に換算した買付予定数 455,486,648 株)取得された場合（上限は

ありません。）に成立することが予定されております。 

当社は、独立したフィナンシャル・アドバイザーである GCA 株式会社（以下「GCA」といいます。）を

第三者算定機関として選定し、当社の株主にとっての財務的観点から見た当社株式価値の算定及びそれ

に関する助言を依頼しました。また、当社は、森・濱田松本法律事務所及び GCA 等の助言を受けて、シ

ティグループとの間で本公開買付け及び本提携契約の内容について十分な協議及び交渉を行いました。 

当社は、平成 19年３月６日、GCA より、当社の株主にとっての財務的観点から見て１株あたり 1,350

円という当社普通株式の買付価格が公正である旨のフェアネス・オピニオン、及び、当社株式価値分析

についての報告書を受領しました。同報告書においては、当社株式価値について、当社の収益指標に基

づく類似会社比較法、主要子会社毎の価値分析によるサムオブザパーツ分析およびブレークアップ分析

と呼ばれる各手法を用いるとともに、市場株価をベースにした分析を参考値として用いて総合的に評価

したと報告されています。当社取締役会は、かかる GCA のフェアネス・オピニオン及び報告書、当社と

シティグループとの間の本提携契約の内容、当社グループの現況、アドバイザーの意見等の諸般の事情

を総合的に勘案し、同日開催の取締役会において、本提携契約の締結につき承認可決し、同日、本提携

契約を締結いたしました。 

その後シティグループは、東証、大証及び名証において当社株式の上場が維持され、監理ポストへの

割当てが解除された結果、将来の見通しが改善したと判断して当社普通株式の買付価格を見直し、１株

あたり 1,700 円の買付価格にて当社と合意しました。なお、当社は、平成 19年３月 13日、GCA より、

この買付価格は当社の株主にとっての財務的観点から見て公正である旨のフェアネス・オピニオン、及

び、当社株式価値分析についての報告書を改めて受領しております。同報告書においては、平成 19年

３月 12日の東証、大証及び名証による当社株式の上場維持の決定に基づき、当社株式価値について、

ブレークアップ分析は用いず、当社の収益指標に基づく類似会社比較法及び主要子会社毎の価値分析に

よるサムオブザパーツ分析を用いるとともに、市場株価をベースにした分析を参考値として用いて総合

的に評価したと報告されています。 

当社は、本公開買付けの内容その他諸般の事情を総合的に勘案して、本公開買付けは当社の企業価値

の観点から最善の選択であり、株主共同の利益に資すると判断し、本日開催の取締役会において、当社

取締役全員一致で、本公開買付けに賛同することを決議いたしました。 

なお、買付価格である 1,700 円は、平成 19年３月 13 日の東証における普通取引の終値 1,490 円に対



 

して約 14％のプレミアムが付された価格となっております。 

 

当社株式は、東証、大証及び名証に上場していますが、買付者は本公開買付けにおいて取得する株式

数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果、当社株式が各証券取引所の定める株券上場廃止

基準に抵触する可能性があります。株券上場廃止基準に該当する場合には、当社株式は各証券取引所で

の決定に基づき所定の手続を経て上場廃止となります。株券上場廃止基準に抵触した場合でも買付者が

取得した当社株式の持分は維持される予定です。当社としては、この上場廃止の可能性を踏まえても、

なお本公開買付けが当社企業価値・株主共同の利益に資するところは大きいと判断しております。なお、

当社においては、本公開買付けが成立したにもかかわらず、買付者が当社の発行済株式の全部を取得す

ることができなかった場合の対応については、現時点では具体的に決定しておらず、今後当社の少数株

主を保護するための適切な措置について両社で協議・検討を行う予定です。 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 

＜この件に関するお問合せ先＞ 
株式会社日興コーディアルグループ 

TEL：03－5644－3110 
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平成 19 年３月 14 日 

各 位 

 

シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシー 

 

 

株式会社日興コーディアルグループ株式に対する 

公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

 

米国デラウェア州法人であり、シティグループ・インク（Citigroup Inc.）がその社員持分を100％所

有しているリミテッド・ライアビリティ・カンパニー（有限責任会社）であるシティグループ・ジャパ

ン・インベストメンツ・エルエルシー（Citigroup Japan Investments LLC、本社：米国デラウェア州、

社長：ウィリアム・H・ウォルフ（William H. Wolf）、以下｢公開買付者｣といいます。）は、本日付けで、

下記のとおり株式会社日興コーディアルグループ（本社：東京都中央区、代表執行役社長：桑島 正治、

以下「対象者」といいます。）株式を公開買付けにより取得することを決定いたしましたので、お知らせ

いたします。 

 

 

記 

 
１ 本公開買付け等の目的等 

 

(1) 本公開買付け等の背景 

 

公開買付者は、米国デラウェア州法人であるシティグループ・インク（Citigroup Inc.）（以下その

子会社・関連会社をあわせて「シティグループ」といいます。）がその社員持分を 100％所有している

リミテッド・ライアビリティ・カンパニー（有限責任会社）であり、本公開買付けにおいて対象者の

株式等を取得することを目的として米国デラウェア州法に基づき新規に設立されました。 

シティグループは、世界 100 カ国以上に約２億の顧客口座を有する世界有数のグローバルな金融機

関であります。個人、法人、政府及び団体を対象として、個人向け銀行業務、クレジットカードビジ

ネス、消費者金融業務、投資銀行業務、証券業務及び資産管理サービスの分野において、幅広い金融

商品やサービスを提供しております。 

シティグループのグループ会社であるシティバンク、エヌ・エイ（以下「シティバンク」といいま

す。）が 1902 年に 初の支店を横浜に開設して以来、シティグループは、日本において、 も多様性

があり、広く知られた外資系の金融機関として成長を遂げてまいりました。日本において 2007 年１月

31 日現在で従業員約 5,400 人（合弁会社の従業員を除きます。）を擁し、個人向け及び法人向け銀行業

務、投資銀行業務、証券業務、消費者金融業務、クレジットカードビジネス等の各業務を展開してお

ります。シティバンクは、日本における営業の免許を受けた外国銀行として、現在 30 支店・出張所を

展開しています（2007 年２月現在）。日興シティグループ証券株式会社(以下「日興シティグループ」

といいます。)は、日本において強固な事業基盤を有しており、シティグループのグローバルな法人金

融投資銀行業務において重要な役割を果たしております。 

シティグループは、今後、世界第２位の経済圏である日本における事業展開を一層拡大し、また投

資を大幅に増加させる予定であります。本年１月 29 日には、日本において銀行業務を営む株式会社を

設立することを発表しました。新たに設立する予定の銀行は、現在 30 支店・出張所により提供してい

るシティバンクの銀行業務を全て引き継ぐ予定です。新銀行の設立により、日本における適切な経営

管理体制を確保しつつ、個人向け及び法人向けの銀行業務を今後大幅に拡大することが可能となりま

す。シティグループは、国際的な成長戦略の中で、日本市場を重要な市場として位置付けております。

新銀行設立を契機に、長期的な視野と展望に立ち、日本における事業展開ならびに投資を引き続き行

ってまいります。 

一方、対象者は、主に証券関連業務を中心とした金融サービス業を行っております。具体的には、
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個人顧客を中心に様々な金融商品の運用コンサルティングを行うリテール業務、個人・法人・海外投

資家を含むあらゆる投資家に対して資産運用サービスを提供するアセットマネジメント業務、法人顧

客を対象に、資金調達・資産運用をはじめ、新規公開やＭ＆Ａ(企業の買収・合併)など、総合的な経

営・財務戦略に関するサービスを提供する投資銀行業務、公開・未公開を問わず法人の発行する株式、

債券、証券化関連商品、代替資産投資商品等を対象に自己資金を用いて投資を行うマーチャントバン

キング業務の４つの業務を中核事業としております。 

シティグループと対象者とは、1999 年２月設立の投資銀行業務における合弁会社である日興シティ

グループや、2001 年８月以降共同で営んでいる信託銀行業務における合弁会社である日興シティ信託

銀行株式会社をはじめとして、長年に亘り、強力なパートナーシップを築いてまいりました。シティ

グループは、対象者とともに 高の金融サービスをお客様に提供する点において揺ぎないコミットメ

ントを共有しております。シティグループは、1998 年に対象者の筆頭株主となり、日本におけるフラ

ンチャイズの中核の一つを成すものとして、対象者との比類なき戦略的な関係を今後とも重視してい

きます。本日現在においても、シティグループは、グループ会社であるシティグループ・インターナ

ショナル・エルエルシーを通じて、対象者の発行済株式総数の約 4.9％を保有しております。 

また、日本における近年の規制緩和に伴い、銀行は証券仲介業務を行うことが可能となり、証券会

社は銀行代理業務を行うことが可能となりました。その結果、銀行サービスと証券サービスの提供チ

ャンネルの一体化が可能となり、近年における個人顧客向けサービスは、いわゆるワンストップショ

ッピング化の傾向にあります。このような状況において、シティグループと対象者とのパートナーシ

ップは、今後益々重要なものになると考えております。 
 

(2) 本公開買付け等の目的 

 

対象者は、対象者における一部のグループ会社の経営成績に関する会計処理の中に一部不適切なも

のがあったとの結論に至ったことから、2006年12月18日に、2005年３月期及び2006年３月期それぞれ

の有価証券報告書及び半期報告書を訂正することを発表しました。同日、証券取引等監視委員会より、

内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、証券取引法（以下「法」といいます。）第172条１項１号の規定

により対象者に対し５億円の課徴金納付命令を発出するようにとの勧告がなされました。さらに、同

日に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。）、株式会社大阪証券取引所（以

下「大阪証券取引所」といいます。）及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」と

いいます。）は、それぞれ、対象者の株式を監理ポストに割り当てることを決定しました。対象者は、

第三者専門家によって構成される特別調査委員会を設置し、この特別調査委員会が対象者の財務諸表

の訂正の原因に関する調査結果を公表しました。対象者は、特別調査委員会の2007年１月30日付の報

告書を考慮し、同年２月13日に、今回の有価証券報告書及び半期報告書の訂正に係る一連の事態に関

する再発防止・業務改善策及びそれに伴う機構改革、執行役人事を発表しました。そして、対象者は、

2007年２月27日、2005年３月期及び2006年３月期それぞれの有価証券報告書及び半期報告書並びに

2007年３月期の半期報告書の訂正報告書を提出しております。これを受け、東京証券取引所、大阪証

券取引所及び名古屋証券取引所は、それぞれ各取引所の定める上場廃止基準への該当性を検討し、

2007年３月12日、対象者の株式について上場維持の決定を行っており、対象者株式の監理ポストへの

割当ては、2007年３月13日付で解除されております。 

シティグループは、対象者との長年に亘る実り多き協力関係に基づき、対象者のブランドや人材等

の事業基盤の維持を図ることにより、市場及び社会における対象者に対する信頼を早期に回復させ、

さらには、商品及びサービスの幅と質を高めるべく、対象者との連携をさらに強化するため、2007

年３月６日、包括的戦略提携契約（以下「本提携契約」といいます。）をシティグループ・インク、

公開買付者及び対象者との間で締結しました。当社は、本提携契約の一環として、対象者の株式及び

新株予約権の全ての取得を目指して本公開買付けを行うことを合意しております。新株予約権者につ

いては、本公開買付けに対し、新株予約権の売付けを申し込むことも、新株予約権を行使した上、か

かる新株予約権の行使により発行又は移転された対象者の普通株式の売付けを申し込むこともでき

ます。但し、新株予約権の内容及び新株予約権者の方と対象者との間の契約の内容によっては新株予

約権の譲渡又は行使が制限されている場合もあります。また、新株引受権については、法第 27 条の

２第５項、証券取引法施行令（以下「令」といいます。）第８条第５項第３号に従って買付け等の申

込み又は売付け等の申込みの勧誘を行っておりますが、商法等の一部を改正する等の法律(平成 13 年

法律第 128 号)附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法律による改正前
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の商法第 280 条の 20 の規定により譲渡できないものとされております。 

シティグループ及び対象者は、日本の文化およびビジネス慣行を尊重しつつ、本提携契約に基づく

包括提携を実施することにより、両社のそれぞれの強みを活かしつつ、日本での成長を実現し、総合

的な金融サービスグループとなることを目指します。両社は、各々の業務領域において相互に補完的

であり、また、既存の合弁会社において、強固な事業基盤を有しています。 

本提携契約に基づく包括提携における協業の第一歩として、シティグループとの間で、早急に共同

のプロジェクトチームを立ち上げ、共同事業の拡充を図ってまいります。 

– 個人向け業務 

・ 日興コーディアル証券株式会社(以下｢日興コーディアル証券｣といいます。)の個人向け証券

業務と、シティグループの個人向け銀行業務及びクレジットカード業務との提携により、双

方の個人のお客様に対し、証券業務、ファンド、預金、外貨為替、ローン、クレジットカー

ド等、幅広い商品・サービスを提供する。 

– 法人向け業務 

・ シティグループ及び対象者の法人のお客様ならびに機関投資家に対して総合的なソリューシ

ョンを提供することで、日興シティグループの大手投資銀行としての位置付けをさらに強固

なものとする。 

・ シティグループの法人向け銀行業務と日興コーディアル証券の法人向け証券業務とのクロス

マーケティングを強化する。 

– アセットマネジメント業務 

・ オルタナティブ投資を含め、運用商品の販売について、日興アセットマネジメント株式会社

とシティグループの協力関係を検討する。 

– マーチャント・バンキング業務 

・ シティグループのプリンシパル・インベストメンツ及びプライベートエクイティ分野におけ

るノウハウや専門知識を基に、日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社（以下「NPI」

といいます。）についての戦略的なソリューションを検討し、同社のポートフォリオの 適化

を慎重に図っていく。 

– テクノロジー及び管理部門 

・ 日本における両社のテクノロジー及び管理サポート部門のプラットフォームを共通で管理す

ることにより得られるスケールメリットについて検討する。 

– 組織 

・ 関連する会計、税務、財務、規制等を十分考慮しつつ、グループ全体の組織を整備し、事業

組織、資本、信用格付等の面での 適化と効率化を図る。 

– 人材 

・  対象者の優秀な人材を活用し、今後の日本における事業基盤のリーダーとなる経営陣を育成

する。 

 

本提携の合意により、シティグループ及び対象者は、両社が長年にわたり日本において築いてきた

協力関係のもと、顧客に対し幅広く質の高い商品及びサービスを提供するとともに、世界第２の市場

である日本において成長し、市場におけるプレゼンスを高めてまいります。 

また、本提携契約において、対象者とシティグループは、本公開買付けに関して大要以下の事項を

合意しております。 

- 取締役： 

対象者の 2007 年の定時株主総会において、一定の条件のもと、選任する取締役の人数を９人

から 13 人までの範囲内とすること、そのうち少なくとも４人を日本の商慣行についての知見を

有する独立した社外取締役とすべきこと、取締役の一部についてはシティグループが推薦する

者とすること、シティグループにより推薦される取締役の人数は２名から４名の間で、シティ

グループの対象者に対する持分割合及び対象者の取締役会を構成する取締役の人数に応じて決

せられること等を内容とする提案を対象者は行う。 

– 対象者からの役員の派遣： 

対象者が、シティグループのグローバル・マネジメント・コミッティに、メンバーを１人派

遣すること及びシティグループの完全子会社である日本所在の銀行の取締役会に、業務執行

権のない取締役を１人選任すること等が意図されている。対象者のその他の経営陣について
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も、シティグループの他の子会社の重要な役職への就任を申し入れる場合がある。 

– 配当の上限： 

対象者は 2007 年度の定時株主総会に対象者の各株式に対し１株当たり連結純利益（但し、税

務上の特別利益を除き、小数点以下は四捨五入するものとする。）の 50％を超える配当を行う旨

の議案を上程してはならない（また、取締役会も 2007 年６月 30 日より以前の日を基準日とし

て上記金額を超える配当の決議をしてはならない。）。 

– 勧誘の制限： 

対象者は、一定期間、対象者又は対象者の特定の重要子会社の株式又は資産を取得する旨の

他の提案に関する交渉を勧誘し又は行ってはならない。ただし、当該提案が小規模の場合及び

日本法上当該交渉を行うことが、対象者の取締役の善管注意義務を果たすために必要とされる

場合はこの限りでない。 

– 解約金： 

対象者が、優越的提案を受けて本提携契約の規定に従い同契約を解除する場合その他所定の

場合には、対象者はシティグループに対して 50 億円を支払う。 

- 重要子会社売却： 
対象者は、日興コーディアル証券、NPI 等一定の重要子会社の株式等の売却については、本提

携契約の規定に従い、シティグループ・インクと事前の協議を行うとともに、シティグループ・

インクにかかる株式等の買収の機会を与える。 

– 希釈化防止条項： 

シティグループは、対象者に対する持分割合を維持することを可能とするため、持分希釈化

防止の機会を付与される権利を有する。 

– 許認可の取得： 

対象者は、その業務のために、様々な国の規制当局から多くの許認可を取得している。本提

携に関連して、対象者及びシティグループは、必要となる全ての許認可等を各規制当局から取

得するため、合理的かつ 大限の努力をする。なお、英国等のような特定の海外の法域におい

ては、対象者の株式を取得する際に規制当局による事前の承認が必要となる場合があり、当該

承認は本公開買付けの条件となっている。 

 

日興シティグループ 

 

シティグループと対象者は、1998 年から、両社が共同で保有する会社を通じて広範な金融サービ

ス業務を行うにあたって、複数の契約を締結しております。現在、かかる合弁会社の中で も重要

なものは日興シティグループであり、対象者が同社の株式の 51％を、シティグループの完全子会社

がその 49％を保有しております。日興シティグループは、資金調達業務、資本市場業務、トレーデ

ィング業務(ただし、いくつかの例外があります。)、Ｍ＆Ａ関連業務及びリサーチ業務を含む、幅

広い法人向け証券業務を行っております(以下これらを併せて｢排他的業務｣といいます。)。 

 

日興シティグループの業務は、同社の資本構成及び企業統治（デッドロック時の対処方法を含み

ます。）、経営上の事項や日興シティグループと日興コーディアル証券及びその関連会社との関係に

関する事項についての定めに従い運営されており、また、同契約には一定の範囲の排他的取引及び

競業避止に関する条項が含まれております。一般的に、シティグループと対象者は、両社及び両社

の関連会社(広く定義されています。)の日本における排他的業務の全てを日興シティグループを通

じて行い、かつ、一定の例外的な場合を除き、日興シティグループと競業しないことを合意してお

ります。 
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日興シティ信託銀行 

 

シティグループと対象者及びその関連会社は、信託銀行業務を営む合弁会社である日興シティ信

託銀行株式会社に関して様々な契約を締結しております。これらの契約には、シティグループと対

象者の間の株主間契約が含まれ、当該契約には、日興シティ信託銀行株式会社の資本構成に関する

事項、経営に関する事項、企業統制に関する事項、株式保有に関する事項等にかかる当事者間の合

意が定められております。 

 

また、公開買付者は、対象者の発行する株券等の全てを取得することを企図して本公開買付けを

実施するものですが、公開買付者が発行済み株式の全部を取得することができなかった場合、本公

開買付け成立後に対象者株式の所有割合を増加させる可能性については、対象者を公開買付者若し

くはシティグループの関連会社の完全子会社化することを含め検討中です。なお、本公開買付けは、

対象者の株券等の全てを対象とするものですので、本公開買付けに応募された株券等の数によって

は、証券取引所の規則上、そのことが対象者の普通株式が上場廃止になる原因となる可能性もあり

ます。 

 

対象者は、独立したフィナンシャル・アドバイザーである GCA 株式会社（以下「GCA」といいます。）

を第三者算定人に選定して、株式価値の算定及びそれに関する助言を依頼しました。また、対象者

は、森・濱田松本法律事務所及び GCA 等からの助言を受けて、シティグループとの間で本公開買付

け及び本提携契約の内容について十分な協議及び交渉を行いました。平成 19 年３月６日、対象者の

取締役会は、本提携契約の内容、対象者グループの事業の現況、アドバイザーの意見等の諸般の事

情を総合的に考慮し、本提携契約を承認可決しました。また、対象者は、平成 19 年３月 13 日、GCA

より、対象者の株主にとっての財務的観点に鑑み本公開買付けにおける普通株式の買付価格は公正

である旨のフェアネス・オピニオンを受領しました。対象者は、本公開買付けの内容及びその他諸

般の事情を総合的に考慮し、本公開買付けは、対象者の企業価値の観点から 善の選択であり、株

主共同の利益に資すると判断し、平成 19 年３月 14 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛

同することを決議しております。 
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２ 本公開買付け等の概要について 

 

（１） 対象者の概要（平成 19 年３月 14 日現在） 

（１） 商 号 株式会社日興コーディアルグループ 

（２） 事 業 内 容 証券関連業を中心とした金融サービス業 

（３） 設 立 年 月 日 昭和 19 年４月 1 日 

（４） 本 店 所 在 地 東京都中央区日本橋兜町６番５号 

（５） 代表者の役職・氏名 代表執行役社長 桑島 正治 

（６） 資 本 金 233,844 百万円(注２) 

（７） 大株主及び持株比率 
トラベラーズグループ インターナショナル エルエルシー 4.87% 

株式会社みずほコーポレート銀行            4.82% 

(注２) 

 

資 本 関 係

 

当社の関連会社であるシティグループ インターナシ

ョナル エルエルシーは対象者株式を47,501,743株保

有しております。 

 

人 的 関 係

 

該当事項はありません。 

 

取 引 関 係

 

公開買付者の親会社であるシティグループ・インク

は、対象者との間で日興シティグループ証券および日

興シティ信託銀行の運営等に関し、株主間契約等を締

結しております。 

（８） 
買付者と対象者の 

関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当事項はありません。 

(注１) トラベラーズ グループ インターナショナル エルエルシーは、平成 19 年１月 29 日付でシテ

ィグループ インターナショナル エルエルシーに社名変更を致しました。 

(注２) 平成 18 年９月 30 日現在のものであります。 

 

（２） 買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間 

 

買付け等の期間 平成19年３月15日（木曜日）から平成19年４月26日（木曜日）まで(30営業日) 

公告日 平成19年３月15日（木曜日） 

公告掲載新聞名 
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載しております。 

（電子公告アドレス https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm） 

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 

該当事項はありません。 
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（３） 買付け等の価格 

 

株券 普通株式１株につき金1,700円 

新株予約権証券 

57回総会引受権 500株分につき 金１円 
58回総会引受権 500株分につき 金１円 
59回総会引受権 500株分につき 金１円 
60回総会引受権 500株分につき 金１円 
 
第１回新株予約権 １個につき 金 191,000円 
第２回新株予約権 １個につき 金 312,000円 
平成15年新株予約権 １個につき 金１円 
平成16年新株予約権 １個につき 金１円 
平成17年新株予約権 １個につき 金１円 
平成18年新株予約権 １個につき 金１円 

 

（４） 買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

（１）普通株式 

公開買付者はシティグループ・インクがその社員持分を100％保有するリミテッド・ライアビ

リティ・カンパニーであり、本公開買付けにおいて対象者の株式等を取得することを目的に設

立されました。公開買付者及びシティグループは、市場株価法、公開買付けにおけるプレミア

ム分析法、類似公開企業乗数比較法、類似取引比較法、及び配当割引モデル（Dividend Discount 

Model）分析法（以下「DDM法」といいます。）の各手法を用いて対象者の単独での株式価値算定

を行い、本公開買付けの買付価格を算定しました。対象者における過去の財務情報の訂正、経

営陣の交代、東京証券取引所による上場廃止の検討等の特殊事情が対象者の単独での事業計画

や収益性に影響を与えているため、公開買付者及びシティグループが過去の財務情報や株式価

値評価指標を利用するに際しては、これらの影響を勘案しております。また、以下で参照され

ている株価水準のうち2006年12月19日より前のものについては、対象者の財務諸表が不適切な

ものであることを市場が知らずに取引が行われていた期間のものであることにも留意する必要

があると考えております。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株当たりの

価値の範囲は以下の通りです。 

1. 市場株価法では、対象者及びシティグループは、公開買付価格に関する連名のプレスリリ

ース提出した2007年3月13日を基準日として、対象者の企業価値及び株価に重大な影響を与

えた 近の一連の出来事を考慮し、グループ会社において過去に一部不適切な会計処理が

あった旨の発表のあった2006年12月18日（証券取引所における取引終了後）以降の終値株

価を分析いたしました。上記期間中における終値株価の範囲は1,000円から1,490円でした。 

2. 公開買付けにおけるプレミアム分析法では、過去の類似公開買付けにおけるプレミアムを

参考に対象者の株式価値を評価いたしました。時価総額10億ドル以上の日本国内の会社を

対象とした過去３年間の公開買付けにおける当時の発表日前日終値株価に対するプレミア

ムの平均及び当時の発表日より１ヶ月前の終値株価に対するプレミアムの平均はそれぞれ

16％及び14％となっています。同プレミアムを適用し、株式価値の範囲を1,414円（2007

年２月14日の終値株価1,240円に14％のプレミアムを加算）から1,728円（2007年３月13日

の終値株価1,490円に16％のプレミアムを加算）と算定いたしました。 

3. 類似公開企業乗数比較法では、対象者と類似の事業を営む上場会社の市場株価や収益性と

の比較により、対象者の株式価値を評価いたしました。シティグループによる対象者の2007

年度の予想当期純利益に基づき、１株当たりの株式価値の範囲を950円から1,050円までと

算定いたしました。なお、対象者においては、2007年度以降の単独での事業計画及び収益

予測を作成しておりません。さらに、過去３年間の国内における類似取引事例において支

払われたコントロール・プレミアム14％から16％を上記の算定結果に加算し、企業買収の

対象となる株式価値の範囲を1,100円から1,200円と算定いたしました。 

4. 類似取引比較法では、対象者と類似の事業を営む世界規模の証券会社に係る類似買収取引

事例における取引価格と当該買収取引当時の直近12ヶ月の収益との乗数の比較を通じて、
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１株当たりの株式価値の範囲を1,200円から1,400円までと算定いたしました。 

5. DDM法では、対象者が事業計画を作成していないため、シティグループの経営陣において対

象者の収益を予測し、公開買付者とシティグループが株式価値を評価いたしました。事業

計画は、東京証券取引所第一部において上場が維持されること、シティグループの支援に

より対象者において更なる事業の劣化は起きないことを前提とし、１株当たりの株式価値

を1,400円から1,700円までと算定いたしました（DDM法にて使用する理論配当金額は、シテ

ィグループの予測に基づく対象者株主に帰属するキャッシュ・フローの推計値であり、将

来の配当金額について、公開買付者と対象者との間の合意等を反映するものではございま

せん。）。 

さらに、公開買付者及びシティグループは、上記の算定結果に加え、対象者による本公開買

付けへの賛同並びに投資銀行業務を受任していた顧客からの解約、日興シティグループの特定

の顧客との間のビジネスの減少、特定の資金調達先や貸株主の日興シティグループ離れに起因

する 近の減益等の要因も考慮し、対象者との協議・交渉の結果を踏まえて、 終的に買付価

格を1,700円と決定いたしました。当該買付価格は、対象者の普通株式の東京証券取所市場第一

部における2007年３月13日までの過去１ヶ月間の終値株価の平均1,282円に約33％のプレミア

ムを加えた金額、2007年3月13日の終値株価である1,490円に約14％のプレミアムを加えた金額

となります。 

 

（２）新株引受権 

平成18年12月31日現在において、第57回総会引受権について、１株当たりの行使価格は1,012

円であり、本公開買付けの普通株式１株当たりの買付価格1,700円を688円下回っております。 

平成18年12月31日現在において、第58回総会引受権について、１株当たりの行使価格は1,812円

であり、本公開買付けの普通株式１株当たりの買付価格1,700円を112円上回っております。 

平成18年12月31日現在において、第59回総会引受権について、１株当たりの行使価格は2,160円

であり、本公開買付けの普通株式１株当たりの買付価格1,700円を460円上回っております。 

平成18年12月31日現在において、第60回総会引受権について、１株当たりの行使価格は1,912円

であり、本公開買付けの普通株式１株当たりの買付価格1,700円を212円上回っております。 

 しかしながら、公開買付者及びシティグループは、新株引受権価値の算定にあたり、いずれ

の新株引受権も、商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第128号)附則第６条第１項の

規定によりなお従前の例によるものとされる同法律による改正前の商法第280条の20の規定に

より譲渡が不可能なものであるため、公開買付者が権利行使して普通株式を取得することがで

きないことに鑑み、買付価格を１円と決定いたしました。 

 

（３）新株予約権 

平成18年12月31日現在において、第１回新株予約権について、１株当たりの行使価格は1,318

円であり、本公開買付けの普通株式１株当たりの買付価格1,700円を382円下回っております。 

平成18年12月31日現在において、第２回新株予約権について、１株当たりの行使価格は1,076

円であり、本公開買付けの普通株式１株当たりの買付価格1,700円を624円下回っております。 

公開買付者が、対象者の発行する株券等の全てを取得することを企図している中で、本公開

買付けにより買付けた第１回新株予約権及び第２回新株予約権の全てを公開買付期間終了後

直ちに権利行使することが想定されるため、公開買付者の観点から当該新株予約権の時間的価

値は限りなくゼロに近く、当該新株予約権の価値は本源的価値と同一であると考えました。そ

のため、公開買付者及びシティグループは、第１回新株予約権及び第２回新株予約権の買付価

格について、普通株式の買付価格からそれぞれの権利行使価格を差し引いた額に新株予約権１

個当たりの目的となる普通株式数(500株分)を乗じた金額を新株予約権の買付価格といたしま

した。 

平成18年12月31日現在において、平成15年新株予約権について、１株当たりの行使価格は１

円であり、本公開買付けの普通株式１株当たりの買付価格1,700円を1,699円下回っております。 

平成18年12月31日現在において、平成16年新株予約権について、１株当たりの行使価格は１

円であり、本公開買付けの普通株式１株当たりの買付価格1,700円を1,699円下回っております。 

平成18年12月31日現在において、平成17年新株予約権について、１株当たりの行使価格は１

円であり、本公開買付けの普通株式１株当たりの買付価格1,700円を1,699円下回っております。 
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平成18年12月31日現在において、平成18年新株予約権について、１株当たりの行使価格は１

円であり、本公開買付けの普通株式１株当たりの買付価格1,700円を1,699円下回っております。 

しかしながら、上記のいずれの新株予約権もストック・オプションとして発行されたもので

あり、新株予約権の行使の条件として新株予約権者が対象者の取締役（執行役を含む。）の地位

を喪失し又は日興コーディアル証券株式会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失する

ことが要求されていることを考慮すると、権利行使をし得る者は対象者の取締役又は執行役の

いずれかの地位にあった者又は日興コーディアル証券株式会社の取締役及び執行役員のいずれ

かの地位にあった者に限定されている可能性があり、公開買付者が当該新株予約権を取得した

としてもこれを行使することについて疑義があることに鑑み、買付価格を１円と決定いたしま

した。 

② 算定の経緯 

（１）普通株式 

公開買付者はシティグループ・インクがその社員持分を100％保有するリミテッド・ライアビ

リティ・カンパニーであり、本公開買付けにおいて対象者の株券等を取得することを目的に設立

されました。公開買付者及びシティグループは、市場株価法、公開買付けにおけるプレミアム分

析法、類似公開企業乗数比較法、類似取引比較法、及びDDM法の各手法を用いて対象者の株式価

値算定を行うとともに、平成19年２月下旬頃から対象者との間で交渉を開始しました。 

また、対象者は、独立したフィナンシャル・アドバイザーであるGCAを第三者算定人に選定し

て、株式価値の算定及びそれに関する助言を依頼しました。また、対象者は、森・濱田松本法律

事務所及びGCA等からの助言を受けて、シティグループとの間で本公開買付け及び本提携契約の

内容について十分な協議及び交渉を行いました。平成19年３月６日、対象者の取締役会は、本提

携契約の内容、対象者グループの事業の現況、アドバイザーの意見等の諸般の事情を総合的に考

慮し、本提携契約の承認可決しました。 

また、対象者は、平成19年３月13日、GCAより、対象者の株主にとっての財務的観点に鑑み本

公開買付けにおける普通株式の買付価格は公正である旨のフェアネス・オピニオンを受領しまし

た。対象者は、本公開買付けの内容及びその他諸般の事情を総合的に考慮し、本公開買付けは、

対象者の企業価値の観点から 善の選択であり、株主共同の利益に資すると判断し、平成19年３

月14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決議しております。 

平成19年３月６日時点では公開買付者及びシティグループは対象者との間で、東京証券取引所、

大阪証券取引所もしくは名古屋証券取引所において上場廃止となる可能性も勘案し、買付け価格

を１株当たり1,350円としておりました。その後、上述の３つの証券取引所において上場維持の

決定がなされた結果、管理ポストへの割当てを解除されることになり、また対象者の事業の見通

しについての懸念も払拭されつつあることも踏まえ、公開買付者及びシティグループと対象者は

交渉の後、公開買付者においては平成19年３月12日開催の役員会の承認を経て、及びシティグル

ープ・インクにおいては平成19年３月12日開催の取締役会の承認を経て、対象者においては平成

19年３月13日開催の取締役会の承認を経て、本公開買付けにおける買付価格を普通株式について

は１株当たり1,700円とすることを決定いたしました。 

 

（２）新株引受権 

公開買付者及びシティグループは、以下に記載される制約を考慮して、公開買付者においては

平成19年３月12日開催の役員会を経て、シティグループ・インクにおいては平成19年３月12日開

催の取締役会の承認を経て、買付価格を決定いたしました。 

いずれの新株引受権も、商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第128号)附則第６条

第１項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法律による改正前の商法第280条の20の

規定により譲渡が不可能なものであるため、公開買付者が権利を行使して普通株式を取得するこ

とができないことに鑑み、買付価格を決定いたしました。 

 

（３）新株予約権 

公開買付者及びシティグループは、以下の行使条件等を考慮して、公開買付者においては平成

19年３月12日開催の役員会を経て、シティグループ・インクにおいては平成19年３月12日開催の

取締役会の承認を経て、公開買付価格を決定いたしました。 

公開買付者は、対象者の発行する株券等の全てを取得することを企図している中で、本公開買
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付けにより買付けた第１回新株予約権及び第２回新株予約権の全てを公開買付期間終了後直ち

に権利行使することが想定されるため、公開買付者の観点から当該新株予約権の時間価値は限り

なくゼロに近く、当該新株予約権の価値は本源的価値と同一であると考えられます。そのため、

公開買付者及びシティグループは、第１回新株予約権及び第２回新株予約権の買付価格について、

普通株式の買付価格からそれぞれの権利行使価格を差し引いた額に新株予約権１個当たりの目

的となる普通株式数(500株分)を乗じた金額を新株予約権の買付価格といたしました。 

また、新株予約権のうち、平成15年新株予約権、平成16年新株予約権、平成17年新株予約権及

び平成18年新株予約権の買付価格を決定するにあたり、いずれの新株予約権もストック・オプシ

ョンとして発行されたものであり、新株予約権の行使の条件として新株予約権者が対象者の取締

役（執行役を含む。）の地位を喪失し又は日興コーディアル証券の取締役及び執行役員のいずれ

の地位も喪失することが要求されていることを考慮すると、権利行使をし得る者は対象者の取締

役又は執行役のいずれかの地位にあった者又は日興コーディアル証券の取締役及び執行役員の

いずれかの地位にあった者に限定されている可能性があり、公開買付者が当該新株予約権を取得

したとしてもこれを行使することについて疑義があることに鑑み、買付価格を決定いたしました。 

 

（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 455,486,648 株 ―

新 株 予 約 権 証 券 ―株 ―

合計 455,486,648 株 ―

 

(注１) 応募株券等の総数が買付予定数（455,486,648株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買

付けを行いません。 

(注２) 応募株券等の総数が買付予定数以上の場合には応募株券等の全部の買付け等を行います。 

(注３) 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を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。但し、応募に際しては、株券を

提出する必要があります（単元未満株式が公開買付代理人又は復代理人を通じて株式会社証券

保管振替機構により保管されている場合には、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

に従い買付け等の期間中に自己の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新株引受権又は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。 
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（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 
―個

(買付け等前における株券等所有割合)

―％

買付予定の株券等に係る議決権の数 
910,973 個

(買付け等後における株券等所有割合)

47.26％

対 象 者の総 株 主の議 決 権の 数 1,922,664 個 ―

 

(注１) 「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数 455,486,648 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 19 年２月１日に提出した第 66 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。但し、本公開買付けに

おいては単元未満株式及び相互保有株式についても対象としているため、「買付け等後における

株券等所有割合」の計算においては、単元未満株式に係る議決権の数（上記半期報告書に記載

された平成 18 年９月 30 日現在の単元未満株式数（1,760,249 株)から、本公開買付けを通じて

株式を取得する予定がない対象者が保有する単元未満自己株式数（190 株）を控除した株式数

（1,760,059 株）に係る議決権の個数である 3,520 個）及び上記半期報告書に記載された平成

18 年９月 30 日現在の相互保有株式(725,000 株)に係る議決権個数である 1,450 個を加えて、対

象者の総株主の議決権の数を 1,927,634 個として計算しています。（対象者の単元株式数は 500

株です。） 

(注３) 公開買付者は、応募株券等の総数が買付予定数を超えた場合でも応募株券等の全部の買付け等

を行いますので、「買付け等を行った後における株券等所有割合」が 47.26％以上となる可能性

があります。 

(注４) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を

行った後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

 

（７） 買付代金 

 

買付代金(円)   774,327,301,600

 

(注１) 「買付代金(円)」欄には、買付価格(1,700円)で買付予定数（455,486,648株）を買い付けた場合の見積額

を記載しています。対象者が平成19年２月１日に提出した第66期中半期報告書に記載された平成18年９月

30日現在の発行済株式総数975,581,749株に公開買付期間の末日までに新株予約権又は新株引受権の行使

により発行又は移転される可能性のある対象者株式(平成18年10月１日以降公開買付届出書提出日までに

係る新株予約権又は新株引受権が行使されたことにより発行又は移転された対象者株式を含みます。)の

大数(10,700,000株)を加えた986,281,749株を全て買い付けた場合の買付代金は1,676,678,973,300円

となります。 

(注２) 上記金額には消費税等は含まれていません。 
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（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】 

日興シティグループ証券株式会社 東京都港区赤坂五丁目２番 20 号 

日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

② 【決済の開始日】 

平成 19 年５月９日(水曜日) 

③ 【決済の方法】 
 

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地（外国人株

主の場合に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。買い付けられた株券等に係る売却代金は、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 
 

応募株券等の総数が買付予定数（455,486,648 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の

買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数以上の場合には、応募株券等の全部の

買付け等を行います。 

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 
 

令第 14 条第１項第１号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第２号、第３号イ乃至チ、第４号及び第５号

並びに同条第２項第３号乃至第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。 

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。但し、

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、発行者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。 

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無､その内容及び引下げの開示の方法 
 

対象者が公開買付期間中に、法 27 条の６第１項第１号の規定により令第 13 条第１項に定め

る行為を行なった場合は、府令第 19 条第１項に定める基準により買付け等の価格の引下げを行

なうことがあります。 

買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に

掲載します。但し、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、発行者以外の

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。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。 
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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。解除の方法については、公開買付届出書「７ 応募及び契約の解除の方法」の「(2) 

契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。 

なお、公開買付者は、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

に要する費用も公開買付者の負担とします。 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 
 

公開買付者は、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。 

買付条件等の変更を行おうとする場合は、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。但し、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 
 

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。但し、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３月 15 日（木曜日） 

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 

（電子公告アドレス https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm） 

（１１） 公開買付代理人 

日興シティグループ証券株式会社 東京都港区赤坂五丁目２番 20 号 

日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

（注）日興コーディアル証券株式会社は、日興シティグループ証券株式会社の復代理人です。 
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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 

本公開買付けについては、2007年３月14日に対象者取締役会の賛同決議を得ております。 

本提携契約において、対象者とシティグループは、本公開買付けに関連して大要以下の事項

を合意しております。 

- 取締役： 

対象者の 2007 年の定時株主総会において、一定の条件のもと、選任する取締役の人数を９人

から 13 人までの範囲内とすること、そのうち少なくとも４人を日本の商慣行についての知見を

有する独立した社外取締役とすべきこと、取締役の一部についてはシティグループが推薦する

者とすること、シティグループにより推薦される取締役の人数は２名から４名の間で、シティ

グループの対象者に対する持分割合及び対象者の取締役会を構成する取締役の人数に応じて決

せられること等を内容とする提案を対象者は行う。 

– 対象者からの役員の派遣： 

対象者が、シティグループのグローバル・マネジメント・コミッティに、メンバーを１人派

遣すること及びシティグループの完全子会社である日本所在の銀行の取締役会に、業務執行権

のない取締役を１人選任すること等が意図されている。対象者のその他の経営陣についても、

シティグループの他の子会社の重要な役職への就任を申し入れる場合がある。 

– 配当の上限： 

対象者は 2007 年度の定時株主総会に対象者の各株式に対し１株当たり連結純利益（但し、税

務上の特別利益を除き、小数点以下は四捨五入するものとする）の 50％を超える配当を行う旨

の議案を上程してはならない（また、取締役会も 2007 年６月 30 日より以前の日を基準日とし

て上記金額を超える配当の決議をしてはならない。）。 

– 勧誘の制限： 

対象者は、一定期間、対象者又は対象者の特定の重要子会社の株式又は資産を取得する旨の

他の提案に関する交渉を勧誘し又は行ってはならない。ただし、当該提案が小規模の場合及び

日本法上当該交渉を行うことが、対象者の取締役の善管注意義務を果たすために必要とされる

場合はこの限りでない。 

– 解約金： 

対象者が、優越的提案を受けて本提携契約の規定に従い同契約を解除する場合その他所定の

場合には、対象者はシティグループに対して 50 億円を支払う。 

- 重要子会社売却： 
対象者は、日興コーディアル証券、NPI 等一定の重要子会社の株式等の売却については、本

提携契約の規定に従い、シティグループ・インクと事前の協議を行うとともに、シティグルー

プ・インクにかかる株式等の買収の機会を与える。 

– 希釈化防止条項： 

シティグループは、対象者に対する持分割合を維持することを可能とするため、持分希釈化

防止の機会を付与される権利を有する。 

– 許認可の取得： 

対象者は、その業務のために、様々な国の規制当局から多くの許認可を取得している。本提

携に関連して、対象者及びシティグループは、必要となる全ての許認可等を各規制当局から取

得するため、合理的かつ 大限の努力をする。なお、英国等のような特定の海外の法域におい

ては、対象者の株式を取得する際に規制当局による事前の承認が必要となる場合があり、当該

承認は本公開買付けの条件となっている。 
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（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 

対象者は、平成19年２月１日に半期報告書を提出しております。当該半期報告書に基づく、対象

者の中間損益の状況は以下の通りです。 

 

１)【損益の状況】 

中間会計期間 
平成 18 年９月期 

(第 66 期中) 

営業収益 38,422 百万円

金融費用 2,938 百万円

販売費・一般管理費 6,172 百万円

営業外収益 1,575 百万円

営業外費用 1,869 百万円

中間純利益 32,362 百万円

２)【１株当たりの状況】 

中間会計期間 
平成 18 年９月期 

(第 66 期中) 

１株当たり中間純損益 33.58 円

１株当たり配当額 12.00 円

１株当たり純資産額 706.06 円

 

（３） 日興コーディアル証券株式会社では、個人株主様からの本公開買付けの応募手続に関するお問い

合せ先として専用デスクを開設しております。 

電話番号 0120-593-179 

受付期間 平成19年３月15日より平成19年５月31日まで設置予定 

受付時間 (平日)  9:00～18：00 

  (土曜) 9:00～17：00 

  (注１) 日曜・祝祭日は受付業務を行っておりません。 

(注２) 上場会社および機関投資家の株主の皆様は、日興シティグループ証券株式会

社または日興コーディアル証券株式会社の担当者にお問い合わせください。 

(注３) その他の法人の株主の皆様は、日興コーディアル証券株式会社の本支店まで

お問い合せください。 

 

 

以 上 
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このプレスリリースは、本公開買付け等を一般に公表するための記者発表文であり、売付け等の勧誘又は買付け等の申し込みを目

的とし作成されたものではありません。売付け等の申込みをされる際には、必ず公開買付者が作成する公開買付説明書をご覧いた

だいた上で、株主ご自身の判断でなされるようお願いいたします。 

 

このプレスリリースには、対象者株式を取得した場合における、公開買付者及び関連会社の経営陣の考え方に基づく、事業展開の

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

 

このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込みの勧誘、購入申込に該当する、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）又はその配付の事実が当該公開買付にかか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。 

 

国又は地域によっては、このプレスリリースの発表又は配付に法令上の制限が課されている場合があります。かかる場合にはそれ

らの制限に留意し、当該国又は地域の法令に遵守して下さい。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売付け等の申込みの勧誘又は買付け等の申込み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。 


