
平成 19 年 3 月 23 日 

各 位 

会 社 名 三洋電機クレジット株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 大島 祥一 

コード番号 ８５６５（東証・大証第一部） 

問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長  西 島  務 

電 話 番 号 ０６－６９４６－３８６５ 

 

公開買付けの賛同に関するお知らせ 

 

 当社は、平成19年３月23日開催の取締役会において、ゼネラル・エレクトリック・カン

パニー（本社米国コネチカット州、会長兼ＣＥＯジェフリー・イメルト。以下、「ＧＥ」と

いい、文脈によりＧＥの企業集団を含みます。）の100％子会社である株式会社ＳＴＶパー

トナーズ（以下「公開買付者」といいます。）が当社普通株式、新株予約権及び転換社債に

つき同日公表した公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関し、賛同の意を表

明し、本公開買付けに応募することを勧める旨の決議（以下「本件決議」といいます。）を

致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 

なお、本件決議は、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完全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         株式会社ＳＴＶパートナーズ 

（２） 主な事業内容     本公開買付け終了後の対象者の事業運営 

（３） 設立年月日      平成 19 年２月 23 日 

（４） 本社所在地      東京都港区赤坂五丁目 2番 20 号赤坂パークビル 

（５） 代表者        遠山 卓治 

（６） 資本金        5,000,000 円 

（７） 大株主及び持株比率  ＧＥ100％ 

（８） 当社との関係等 

   ①資本関係         該当ありません 

   ②人的関係         該当ありません 

   ③取引関係         該当ありません 

   ④関連当事者への該当状況  該当ありません 
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（財）財務会計基準機構会員 



 

２．公開買付けに関する意見の内容及び理由 

【本公開買付けの実施に至った経緯について】 

当社は、1969 年に三洋電機株式会社の割賦販売部門からスタートしましたが、メーカー

系ファイナンス会社でありながら、親会社に依存することなく自主独立し、様々な事業展

開を通じて、1996 年の上場以来、着実に事業を拡大してまいりました（2006 年 12 月末時

点での営業債権残高は約 8,000 億円）。現在は小口リース、割賦販売、信用保証、業界特

化型融資事業等多岐に亘り金融サービスを当社の主要顧客である中小企業を中心に展開

しています。 

今後、リース会計基準変更、貸金業法改正等、外部環境が一層熾烈化する中で、当社が

さらに成長していくには、新たなパートナーと永続的且つ戦略性に富む経営基盤を構築す

ることにより、事業競争力の強化を図る必要があるとの認識に至りました。かかる認識を

もとに、当社と致しましては、様々な戦略的選択肢について慎重に検討を重ねました結果、

ＧＥグループ企業となることにより、ＧＥグループの資金調達力を活かした既存事業の加

速度的成長、グループリソースの活用・クロスセルによる収益機会の拡大、当社取引先・

お客さまへのサービス性の向上といったシナジー効果が見込まれ、当社の独自性を維持し

つつ企業価値の向上につながるものであると判断致しました。 

公開買付者は、ＧＥの 100％間接子会社で、当社の株式を取得し、保有することを目的

とする買収目的会社です。 

ＧＥは、「インフラストラクチャー」、「ヘルスケア」、「インダストリアル」、「ＧＥ Ｍ

ｏｎｅｙ（個人向け金融事業）」、「コマーシャル・ファイナンス（法人向け金融事業）」、

そして「ＮＢＣユニバーサル」の６つの多種多様な事業を 100 ヶ国以上で展開しておりま

す。ＧＥは財務上の大きな強みとして、金融サービス以外の米国企業では６社しか持って

いない最良の格付け（長期債務格付け： スタンダード＆プアーズＡＡＡ、ムーディーズ

Ａａａ）を維持しております。 

また、ＧＥは日本において、100 年以上に亘り事業を展開中で、現在、総従業員は 8,000

名以上、総収入は 60 億ドル(7,000 億円)以上にものぼっています。当社の主要事業であ

るリース事業につきましては、ＧＥは 1999 年に旧株式会社日本リースのリース事業部門

を買収し、日本における法人向け総合金融サービスの拠点として設立し、以後、同社を中

心として、法人金融事業の成長加速を目的とした戦略的投資や資本・業務提携を積極的に

展開しています。 

本公開買付けは、当社をＧＥの完全子会社化することを目的として、当社の全ての発行

済株式、新株予約権及び転換社債の取得を目指し、実施されるものであります。公開買付

者は本公開買付けの終了後、ＧＥの安定的な資金調達の活用、業務プロセス改善や人材開

発等に関する知見の提供を通じて当社の将来に亘る企業発展に貢献していく意向です。 

当社取締役会は平成 19 年３月 23 日開催の取締役会において、本公開買付けに関する諸
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条件について慎重に検討した結果、本公開買付けの諸条件は妥当であると判断し、公開買

付けに賛同することを決定致しました。 

本公開買付けの買付価格である１株当たり 3,250 円は、当社普通株式の東京証券取引所

における過去 1 ヶ月間の平均終値 2,051 円（小数点以下四捨五入）に約 58％（小数点以

下四捨五入）のプレミアムを加えた金額となります。 

【意思決定に至った過程について】 

当社取締役会は、平成 19 年３月 23 日開催の取締役会において、本公開買付けの買付価

格の妥当性や本公開買付けに関する諸条件について当社及び公開買付者の財務状況、事業

上のシナジー等の観点から慎重に検討した結果、本公開買付けが当社の企業価値向上に寄

与するものであるとともに、当社の株主に対して合理的な価格による当社株式の売却の機

会を提供するものであると判断し、本公開買付けに賛同することを決議致しました。 

なお、当社取締役会は、ゴールドマン・サックス証券株式会社(以下「ゴールドマン・

サックス証券」といいます。)を当社のフィナンシャル・アドバイザーとして起用し助言

を受けるとともに1、外部顧問弁護士の意見も徴した他、本公開買付けが実施された場合

の普通株式、新株予約権及び転換社債の買付額の総額の妥当性を検討する参考資料として、

大和証券エスエムビーシー株式会社から当社株主価値総額に関する報告書を取得したう

えで、それらの内容を参考にして上記決議を行っております。 

【当社株式が上場廃止となる見込みについて】 

当社の株式は株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所に上場されていま

すが、公開買付者は本公開買付けにおいて買付けを行う株式数に上限を設定致しませんの

で、本公開買付けの結果、公開買付者を含む少数特定者持株数が上場株式数の９０％超と

なった場合や当社の株主数が一定数を下回った場合等には、当社は株式会社東京証券取引

所及び株式会社大阪証券取引所の株式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。当社取締役会は、かかる可能性について十分認識をしておりますが、上述のと

おり本公開買付けが当社の株主に対し合理的な価格による当社株式の売却の機会を提供

するものであると判断している他、世界屈指の優良企業グループであるＧＥグループへ全

面的に参画することにより、ＧＥグループの高い信用力を活用したシナジー効果の極大化、

及び株価に左右されずに機動的・戦略的な経営施策を大胆且つ迅速に実施することが可能

となること等を含む総合的な見地から慎重に検討した結果、本公開買付けに賛同すること

を決議した次第であります。上場廃止となった場合、当社の株式は株式会社東京証券取引

所及び株式会社大阪証券取引所において取引できなくなり、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、公開買付者は、当社の大株主である有限会社マーズ

エクイティ及び有限会社リヴレットより、それらの保有する当社の普通株式の全てについ

て本公開買付けに応募することにつき同意を得ているとのことです。 

【本公開買付け後における二段階買収に係る方針について】 

公開買付者は、当社の株主、新株予約権保有者及び転換社債の社債権者に対して、公正

3 
 



な価格での最も効率的な株式又は転換社債の売却の機会を提供するため本公開買付けを

行うこととしましたが、本公開買付け後、結果として当社の全株式（自己株式を除く。）

を取得できなかった場合には、以下の方法により当社の完全子会社化を図ることを計画し

ています。すなわち、公開買付者は、本公開買付け終了後、①普通株式とは別の種類の株

式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会

社に変更すること、②当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び③

当社の当該株式の全部取得と引換えに上記①に基づく種類株式を交付すること、以上①乃

至③を付議議案に含む株主総会の開催を当社に要請する予定です。公開買付者は、本公開

買付けが成立した場合には当社の総議決権の 66.67%以上を保有することになる予定であ

り、上記の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が付されたうえで、全て当社に取

得され、当社の株主には当該取得の対価として当社の別個の株式が交付されることになり

ますが、当社は当該株式の上場申請は行わない予定です。当社の株主でかかる株式の１株

に満たない端数しか受け取れない株主に対しては、法令の手続に従い、当該端数の合計数

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売却の結果当該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を基準として算定する予定ですが、この金額が本公開買付けの買付価

格と異なることがあり得ます。また、全部取得条項が付された普通株式の取得の対価とし

て交付する当社の株式の数は本日現在未定でありますが、当社が公開買付者の完全子会社

となるよう、本公開買付けに応募され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株式の数が１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、（１）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うことができる旨が定められており、また、（２）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

の申立てを行うことができる旨が定められております。しかしながら、（１）の株式買取

請求権は、会社法の条文上「株主」の権利とされているところ、全部取得条項が付された

株式の全部取得が行われた場合、本公開買付けに応募されなかった公開買付者以外の当社

の株主に対しては当社の株式の１株に満たない端数のみが交付される予定であることか

ら、１株に満たない端数のみの交付を受ける者が当該株式買取請求権を行使し、会社法第

117 条に基づいて裁判所に価格決定の申立てを行ったとしても、当該申立て時点で１株に

満たない端数しか保有していない者も「株主」としてかかる価格の決定の申立てが認めら

れることになるか否かは、最終的には裁判所が判断することになるため、必ずしも明らか

ではありません。また、（２）の全部取得条項が付された株式の全部取得が行われた場合

における、取得価格の決定の申立てについては、上記の（１）のような問題はないものと
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考えておりますが、株主総会の日から 20 日以内に裁判所に対して申立てを行う等の会社

法の定める要件を満たす必要があります。なお、これらの（１）又は（２）の方法による

１株当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断することになるため、本

公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。これらの方法による請求又は申立てを

行うにあたっては、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。 

なお、①当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更し、②当社の発行する全ての

普通株式に全部取得条項を付し、③当該株式の全部取得と引換えに当社の別個の株式を交

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等の状況並びに本公開

買付け後の公開買付者の株式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

有状況等によって、それと同等の効果を有する他の方法を実施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、最終的に現金を交付する方

法の採用を予定しております。たとえば、公開買付者を完全親会社とし、当社を完全子会

社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施するスキームに変更する可

能性があります。 

この場合、本株式交換の株式交換比率については、本公開買付け後の公開買付者と当社

の株式の価値の比較に基づいて公正な比率を算定致しますが、本公開買付けの買付期間満

了後に行うことが予定されている公開買付者の増資手続きにより、公開買付者の１株当た

りの価値が高められ、本公開買付けに応募されなかった公開買付者以外の当社の株主に対

して交付しなければならない株式交換完全親会社である公開買付者の株式の数が１株に

満たない端数になるような交換比率を決定する予定です。本株式交換を行った場合、当該

当社の株主に対しては、株式交換完全親会社となる公開買付者の株式に代えて、法令の定

めに従い金銭が交付される予定です。当該当社の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を基準として算定する予定ですが、この金額が本公開買付けの買

付価格と異なることがあり得ます。また、かかる本株式交換に際しては、当社の株主は、

法令の定めに従い、当社に対して、株式買取請求をすることができます。当該買取請求に

おける１株当たりの買取価格については、本公開買付けにおける普通株式の買付価格と同

額となる保証はありません。 

なお、本公開買付けは、上記株主総会における当社の株主の賛同を勧誘するものでは一

切ありません。また、当社は、本件に関連し、転換社債の社債権者集会を招集する予定で

ありますが、詳細につきましては、社債権者の皆様に別途お知らせ致します。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。 

これらを踏まえて、当社は、取締役会において慎重な議論を重ねたうえで、本公開買付

けが当社の今後の企業価値の向上に資するだけでなく、当社の株主に対して適切な売却の

機会を提供するものであると判断し、全会一致で本件決議を致しました。なお、当該取締

役会には、社外監査役も含む全ての監査役が出席し、いずれの監査役も、かかる決議に賛
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成する旨の意見を述べております。 

 

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．公開買付者に関する基本方針 

  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 

 

 

 

（ご参考）公開買付者による当社株式の公開買付けの概要 

（１）買付け等を行う株券の種類  普通株式、新株予約権及び転換社債 

（２）公開買付期間        平成 19 年 3 月 26 日から平成 19 年 5 月 9日 

（30 営業日） 

（３）買付価格          普通株式： 1 株につき 金 3,250 円 

     新株予約権： 1 個につき 金 1円 

転換社債： 1 個（額面金額 100 万円）につき

金 1,103,603 円 

（４）買付価格算定の基礎 ＧＥが詳細な調査・検討を実施し、対象者の財

務状況及び将来利益等をベースとして想定財務

諸表を作成し企業価値を算定、普通株式の市場

価格等の諸要素を総合的に勘案した結果を受け

て、公開買付者が決定 

（５）株式に換算した買付予定総数        27,735,048 株 

（６）公開買付けによる所有株式数の異動 

    買付け前所有株式数    0 株 

    買付け後所有株式数    27,735,048 株（所有割合 66.67%） 

（注）応募株券等の総数が株式に換算した買付予定数に満たない場合は、応

募株券等の全部の買付けを行いません。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を行いますので、買付け後

所有株式数の所有割合が 66.67％以上となる可能性があります。なお、
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公開買付期間末日における応募株券等の総数の計算に際しては、新株予

約権及び転換社債については、その発行要項に基づき買付け等の期間の

末日現在有効な行使価格を用いて株式に換算します。 

（７）公開買付開始公告日     平成 19 年 3 月 26 日 

（８）公開買付代理人       三菱ＵＦＪ証券株式会社 

 

―――――――――――――― 
1
ゴールドマン・サックス証券とその関係会社（以下「ゴールドマン・サックス」と総称します。）は、その投資銀

行業務の一環として、合併及び企業買収、有価証券の引き受け、競争入札、上場有価証券及び非上場有価証券の売り出

し、私募並びにその他の取引に関連する事業及び有価証券の財務分析に継続的に従事しており、また、相続対策、法人

業務その他の目的のための財務分析を継続的に行っています。ゴールドマン・サックスは、本件公開買付けに関して公

開買付者が行った発表によって企図されている取引（以下「本件取引」といいます。）に関し三洋電機クレジット株式

会社(以下「三洋電機クレジット」といいます)の財務アドバイザーを務め、本件取引のための一定の交渉にも参加致し

ました。ゴールドマン・サックスは、本件取引に関するゴールドマン・サックスのサービスに対し報酬を受領すること

を想定しており、三洋電機クレジットは、ゴールドマン・サックスに対して、ゴールドマン・サックスの経費を支払い、

ゴールドマン・サックスの業務に関連して生じる一定の責任について補償することに同意しています。ゴールドマン・

サックスは、平成19年1月1日現在、三洋電機クレジットの普通株式13,969,600株をその関係会社である有限会社マーズ

エクイティ及び有限会社リヴレットの勘定を通じ又は自己の勘定で、直接的又は間接的に保有しています。また、ゴー

ルドマン・サックスは、平成19年1月1日現在、三洋電機クレジットの関係会社である三洋電機株式会社の株式等

546,898,484株を直接的又は間接的に保有しています。さらに、ゴールドマン・サックスのマネージング・ディレクター

2名が三洋電機クレジットの取締役を、またゴールドマン・サックスのマネージング・ディレクター1名が三洋電機株式

会社の取締役をそれぞれ務めています。また、ゴールドマン・サックスは、これまでにGE及びその関係会社に対して一

定の投資銀行業務サービスを提供してきており、現在も提供しています。さらに、ゴールドマン・サックスは、将来三

洋電機クレジット及びGE並びにそれらの関係会社に対し投資銀行業務サービスを提供する可能性があります。ゴールド

マン・サックスは、これらの投資銀行業務サービスに関して報酬を受領しており、または報酬を受領する可能性があり

ます。 

ゴールドマン・サックスは、総合的なサービスを提供する証券会社であり、法人顧客及び個人顧客のために、証券取

引、投資管理、ファイナンシャル・プランニング、収益に関する助言、リスク管理、ヘッジ取引、資金調達及び仲介業

務に従事しています。これらの通常業務を行う中で、ゴールドマン・サックスは、これらのサービスを三洋電機クレジ

ット及びGE並びにそれらの関係会社に対して提供する可能性があり、また、三洋電機クレジット及びGEの債券または株

式関連証券（これらのデリバティブ証券を含みます。）を、自己又は顧客の勘定で取引し、あるいは、随時これらの証

券につきロング又はショートのポジションを持つことがあります。 

ゴールドマン・サックスは、ゴールドマン・サックスが検討し又は協議した全ての財務、会計、法務、税務その他の

情報の正確性及び完全性に依拠しており、ゴールドマン・サックスの検討は、それらが正確であり、かつ、完全なもの

であることを前提にしています。これに関連して、ゴールドマン・サックスは、三洋電機クレジットの同意の下、三洋

電機クレジット経営陣が作成した同社の社内における財務予測が、現時点での同社の最善の予測及び判断に基づき、合

理的に作成されていることを前提としました。また、ゴールドマン・サックスは、三洋電機クレジット又は同社の子会

社の資産及び負債（偶発的なもの、派生的なもの又は貸借対照表に計上されていない資産及び負債を含みます）につい

て独自の評価あるいは鑑定を行っておらず、かかる評価書又は鑑定書も入手していません。 

ゴールドマン・サックスの検討は、本件取引を行うに際しての三洋電機クレジットの経営上の意思決定について検討

を行ったものではありません。また、当然のことながら、ゴールドマン・サックスの検討は、本日現在における経済状

況、財政状況、市場の状況、その他関連する事情、及び、本日現在においてゴールドマン・サックスが取得可能な情報

のみに基づいています。ゴールドマン・サックスのアドバイザリー･サービスと本件に関する検討は、三洋電機クレジッ

トの取締役会が本件取引を検討するにあたり、情報を提供し支援する目的で行われたものであり、三洋電機クレジット

の普通株式、新株予約権又は転換社債の保有者が本件公開買付けに応ずるべきか否かに関する推奨を行うものではあり

ません。 
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平成 19 年 3 月 23 日 

各 位 

 

会 社 名 株式会社 STV パートナーズ 

代 表 名 代表取締役 遠山 卓治 

 

三洋電機クレジット株式会社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 3 月 23 日、下記のとおり三洋電機クレジット株式会社（コード番号

8565 東証第一部、大証第一部、以下「対象者」といいます。）の株式、新株予約権及び転

換社債を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定いた

しました。 

 

記 

 

1. 買付け等の目的 

 

当社は、General Electric Company（本社米国コネチカット州、会長兼ＣＥＯジェフリー・

イメルト）の 100％間接子会社で、対象者の株式を取得し、保有することを目的とする買収

目的会社です。 

 

General Electric Company（以下「ＧＥ」といい、文脈によりＧＥの企業集団を含みます。）

の源は、発明家トーマス・エジソンが設立したエジソン･エレクトリック･ライト･カンパニ

ーで、1892 年、エジソン･ゼネラル･エレクトリック･カンパニーとトムソン･ヒューストン･

カンパニーが合併して、ＧＥが誕生しました。現在は、「インフラストラクチャー」、「ヘル

スケア」、「インダストリアル」、「ＧＥ Ｍｏｎｅｙ（個人向け金融事業）」、「コマーシャル・

ファイナンス（法人向け金融事業）」、そして「ＮＢＣユニバーサル」の 6 つの事業セグメ

ントにおいて、多種多様な事業を 100 カ国以上で展開し、世界中で 30 万人以上の従業員を

擁しており、2006 年度の業績は、継続事業からの収入 1,634 億ドル、利益 207 億ドル、営

業活動によるキャッシュフロー246 億ドルとなっています。ＧＥは財務上の大きな強みとし

て、金融サービス以外の米国企業では 6 社しか持っていない最良の格付け（長期債務格付

け；スタンダード＆プアーズＡＡＡ,ムーディーズＡaa）を維持しています。またダウ・ジ

ョーンズ工業株平均株価が 1896 年に導入された当時に指標銘柄として選ばれた会社の中で、

現在も上場されている唯一の企業で、フィナンシャル・タイムズ誌の「世界で最も尊敬さ

れる企業」に調査開始時の 1998 年から 7年連続で選出されるなど、多方面から高い評価を

受けています。 
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ＧＥは日本において、100 年以上にわたり事業を展開中で、現在、40 以上ものオペレーシ

ョンや合弁企業が活動を行っており、総従業員は 8,000 名以上、総収入は 60 億ドル(7,000

億円)以上にものぼっています。対象者の主要事業であるリース事業につきましては、ＧＥ

は 1999 年に旧株式会社日本リースのリース事業部門を買収し、日本における法人向け総合

金融サービスの拠点として設立（現・ＧＥキャピタルリーシング株式会社）し、以後、同

社を中心として、法人金融事業の成長加速を目的とした戦略的投資や資本・業務提携を積

極的に展開しています。ＧＥは、常に成長率と収益力の強化を目指しており、リース事業

につきましても、買収等による営業・顧客基盤の拡大を重要戦略の一つとして掲げていま

す。ＧＥキャピタルリーシング株式会社設立以来、2000 年に株式会社福岡銀行との戦略的

業務提携に基づき福銀リース株式会社の株式の 95％を取得、2002 年に米コムディスコ社の

日本におけるエレクトロニクス関連装置リース事業部門を買収、2004 年に日産ディーゼル

工業株式会社との戦略的業務提携に基づき、同社子会社である株式会社エース総合リース

の全株式を取得、そして 2006 年に株式会社荘内銀行との戦略的業務提携に基づきグランド

山形リース株式会社の株式の 95％を取得しています。 

 

対象者は、三洋電機株式会社の割賦販売部門からスタートしましたが（1969 年 4 月設立）、

メーカー系ファイナンス会社でありながら、親会社に依存することなく自主独立し様々な

事業展開を行っており、1996 年の上場以降も着実に事業を拡大しています（2006 年 12 月

末時点での営業債権残高は約 8,000 億円）。現在は小口リース、割賦、信用保証、融資事業

等多岐にわたり金融サービスを展開しています。対象者の主要顧客は、中小企業・個人事

業主が中心で、主要商品は、事務・ＩＴ機器等の取扱店経由の小口のリース及び信用保証、

そして不動産向け融資などが中心となっています。また販売チャネルとして、全国の取扱

店向け営業網と業界に特化した専門部隊を保有しています。一方、ＧＥの日本におけるリ

ース事業の事業主体であるＧＥキャピタルリーシング株式会社では、主要顧客は大企業、

中堅・中小企業が中心で、主要商品は機械設備中心の大口リース・オペレーティングリー

ス、生命保険販売、中古機器売買等が中心となっています。販売チャネルは、首都圏中心

の全国都市部をカバーする営業拠点とテレマーケティング用のコールセンターです。また、

ＧＥの日本における法人金融事業部門は、ＧＥキャピタルリーシング株式会社によるリー

ス事業の他、ＧＥフリートサービスによる自動車リース業、ＧＥリアル・エステートによ

る不動産投資及び不動産ローン事業、その他、医療機関向けリース/ファイナンスや各種法

人向け金融サービスなど、さまざまな金融事業を展開しています。したがいまして、対象

者がＧＥの日本における法人金融事業部門に参加することにより、顧客層、商品、サービ

ス、販売チャネルのいずれにおいても双方の強みを最大限に発揮して、飛躍的な成長が見

込めると考えています。 

今後、外部競争環境が一層熾烈化する中で、対象者としてはＧＥグループの傘下に入るこ
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とにより、高い格付けに裏打ちされた磐石な資金調達基盤を確保し、ＧＥグループの信用

力、各種グループ会社とのシナジー効果による収益力の増強、幅広い金融ノウハウを活用

した新規事業の創出、顧客サービスの向上、更には卓越した人材開発プログラムによる従

業員のスキルの更なる向上といった競争力の飛躍的向上が期待されます。一方ＧＥの日本

における法人金融事業部門であり、東京に本部機能を持つＧＥコマーシャル・ファイナン

ス・アジアにとっては、独自の事業モデルで成長を続けてきた有力企業をグループに中核

として迎え入れることにより、特殊なノウハウ・専門性を持つ従業員や商品、顧客との強

固なネットワークを取得し、加速度的な成長を実現することが期待されます。本公開買付

けは、対象者の取締役会の賛同のもと、機動的な意思決定を可能にするため対象者の全て

の発行済株式、新株予約権及び転換社債を取得し、完全子会社化を目指して行われます。

当社は本公開買付けの終了後、対象者の取締役の追加選任を行い、ＧＥが推薦する者を対

象者の取締役に就任させるとともに、ＧＥの安定的な資金調達の活用、業務プロセス改善

や人材開発等に関する知見の提供を通じて対象者の将来に亘る企業発展に貢献していく意

向です。対象者は平成 19 年 3 月 23 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。また、当社は、対象者の大株主である有限会社マーズエクイテ

ィ及び有限会社リヴレットとの間で、それらの保有する対象者の普通株式の全てについて

本公開買付けに応募いただくことにつき合意しております。 

 

対象者の株式は株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所に上場されています

が、当社は本公開買付けにおいて買付けを行う株券等の数に上限を設定致しませんので、

本公開買付けの結果、当社が一定割合以上の株式を取得した場合には、対象者は株式会社

東京証券取引所及び株式会社大阪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。上場廃止となった場合、対象者の株式は株式会社東京証券取引所及

び株式会社大阪証券取引所において取引できなくなり、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、当社は本公開買付けにおいて買付けを行う株券等の数の

下限を新株予約権が全て行使され、転換社債が全て転換された前提での対象者の総株式数

の約 3 分の 2 としており、本公開買付けに応募された株券、新株予約権証券又は転換社債

券（以下「応募株券等」といいます。）の総数がこれに満たない場合は、応募株券等の全部

の買付けを行いません。 

 

当社は、対象者の株主、新株予約権者及び転換社債の社債権者に対して、公正な価格での

最も効率的な株式又は転換社債の売却の機会を提供するため本公開買付けを行うこととし

ましたが、本公開買付けの成立によっても、結果として対象者の全株式（自己株式を除き

ます。）を取得できなかった場合には、以下の方法により対象者の完全子会社化を図ること

を計画しています。すなわち、当社は、本公開買付け終了後、①普通株式とは別の種類の

株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、対象者を会社法（平成 17 年法律第 86

号、その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。）の規定する種類株式発行会社
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に変更すること、②対象者の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び③

対象者の当該株式の全部取得と引換えに上記①に基づく種類株式を交付すること、以上①

乃至③を付議議案に含む株主総会の開催を対象者に要請する予定です。当社は、本公開買

付けが成立した場合には対象者の総議決権の 66.67％以上を保有することになる予定であ

り、上記の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が付された上で、全て対象者に

取得され、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株式が交付されること

になりますが、当該株式の上場申請は行われない予定です。対象者の株主でかかる株式の 1

株に満たない端数しか受け取れない株主に対しては、会社法及び会社法施行規則（平成 18

年法務省令第 12 号、その後の改正を含みます。）に定める手続に従い、当該端数の合計数

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

計数の売却の結果当該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を

基準として算定する予定ですが、この金額が本公開買付けの買付価格と異なることがあり

得ます。また、全部取得条項が付された普通株式の取得の対価として交付する対象者の株

式の数は本日現在未定でありますが、対象者が当社の完全子会社となるよう、本公開買付

けに応募され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株

式の数が 1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、（1）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 条の定めに従って、株主がその有する株式の買取

請求を行うことができる旨が定められており、また、（2）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うことがで

きる旨が定められております。しかしながら、（1）の株式買取請求権は、会社法の条文上

「株主」の権利とされているところ、全部取得条項が付された株式の全部取得が行われた

場合、本公開買付けに応募されなかった当社以外の対象者の株主に対しては対象者の株式

の 1株に満たない端数のみが交付される予定であることから、1株に満たない端数のみの交

付を受ける者が当該株式買取請求権を行使し、会社法第 117 条に基づいて裁判所に価格決

定の申立てを行ったとしても、当該申立て時点で 1 株に満たない端数しか保有していない

者も「株主」としてかかる価格の決定の申立てが認められることになるか否かは、最終的

には裁判所が判断することになるため、必ずしも明らかではありません。また、（2）の全

部取得条項が付された株式の全部取得が行われた場合における、取得価格の決定の申立て

については、上記の（1）のような問題はないものと考えておりますが、株主総会の日から

20 日以内に裁判所に対して申立てを行う等の会社法の定める要件を満たす必要があります。

なお、これらの（1）又は（2）の方法による 1 株当たりの買取価格及び取得価格は、最終

的には裁判所が判断することになるため、本公開買付けの買付価格と異なることがあり得

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

なお、①対象者を会社法の規定する種類株式発行会社に変更し、②対象者の発行する全て

の普通株式に全部取得条項を付し、③当該株式の全部取得と引換えに対象者の別個の株式

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等の状況並びに本

公開買付け後の当社の株式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

等によって、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可能性があります。但し、そ

の場合でも、当社以外の対象者の株主に対しては、最終的に現金を交付する方法の採用を

予定しております。たとえば、当社を完全親会社とし、対象者を完全子会社とする株式交

換（以下「本株式交換」といいます。）を実施するスキームに変更する可能性があります。 

この場合、本株式交換の株式交換比率については、本公開買付け後の当社と対象者の株式

の価値の比較に基づいて公正な比率を算定致しますが、本公開買付けの買付期間満了後に

行うことが予定されている当社の増資手続きにより、当社の 1株当たりの価値が高められ、

本公開買付けに応募されなかった当社以外の対象者の株主に対して交付しなければならな

い株式交換完全親会社である当社の株式の数が 1 株に満たない端数になるような交換比率

を決定する予定です。本株式交換を行った場合、当該対象者の株主に対しては、株式交換

完全親会社となる当社の株式に代えて、法令の定めに従い金銭が交付される予定です。当

該対象者の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を基準として

算定する予定ですが、この金額は本公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。ま

た、かかる本株式交換に際しては、対象者の株主は、法令の定めに従い、対象者に対して、

株式買取請求をすることができます。当該買取請求における 1 株当たりの買取価格につい

ては、本公開買付けにおける普通株式の買付価格と異なることがあり得ます。 

 

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、新株予約権

者及び転換社債の社債権者各位により税務専門家にご確認下さい。 

 

2. 買付け等の概要 

 

(1) 対象者の概要 

 

① 商号 三洋電機クレジット株式会社 

② 事業内容 総合リース業、融資事業、クレジット業 

③ 設立年月日 1969 年 4 月 

④ 本店所在地 大阪市中央区城見一丁目 2番 27 号クリスタルタワー19 階 

⑤ 代表者の役職・氏名 取締役社長 大島 祥一 

⑥ 資本金 199 億 2 百万円（平成 18 年 3 月末現在） 
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⑦ 大株主構成及び持株比率（平成 18 年 9 月 30 日現在） 

 

三洋電機株式会社      16.68％ 

有限会社マーズエクイティ     16.61％ 

有限会社リヴレット      16.61％ 

ノムラ インターナショナル ホンコン リミテッド 

（A/C F5-108）(常任代理人 野村證券株式会社)   8.59％ 

資産管理サービス信託銀行株式会社    5.70％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社   2.59％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社    1.66％ 

メロン バンク 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部）  1.39％ 

ユービーエス エージー ロンドン アカウント  

アイピービー ノンセグ アカウント 

（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店証券業務部） 1.39％ 

バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社 1.22％ 

 

(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 20 日に提出し

た第 46 期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株式総数

（39,957,101 株）を基準に算出しております。 

(注 3) 平成 19 年 3 月 6 日付け大量保有報告書の変更報告書によれば、バーク

レイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社の対象者の普通

株式にかかる所有株式数が 313,000 株となり、発行済株式の総数に対す

る所有株式数の割合は 0.78％となりました。 

 

⑧ 当社と対象者の関係等 

該当事項はありません。 

 

(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 3 月 26 日（月曜日）から平成 19 年 5 月 9 日（水曜日）まで（30 営

業日） 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

該当事項はありません。 
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(3) 買付け等の価格 

 

普通株式        1 株につき 金 3,250 円 

平成 14年 6月 25日開催の対象者定時株主総会の決議及び同年 7月 12日開催の

対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「新株予約権」とい

います。)       1 個につき 金 1円 

平成 14年 3月 26日及び 27日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された

2009 年満期円建転換社債(以下「転換社債」といいます。）  

     1 個（各社債の額面金額 100 万円）につき 金 1,103,603 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 

 本公開買付けの買付価格である 1 株につき 3,250 円は、ＧＥ及びＧＥの

日本におけるリース事業を営むＧＥキャピタルリーシング株式会社が、

平成 18 年 11 月に対象者の株式等の購入の打診を受けてから、対象者の

公表資料を中心に十分な検討を行い、財務状況等を精査し、その財務状

況及び将来利益等をベースとして想定財務諸表を作成し、対象者の企業

価値を算定した上で決定したものです。公開買付者は、ＧＥの 100％間接

子会社で、対象者の株式を取得し、保有することを目的として平成 19 年

2 月に新設された買収目的会社であり、ＧＥ及びＧＥキャピタルリーシン

グ株式会社によって決定された買付価格を妥当と判断しました。決定の

際、公開買付者、ＧＥ及びＧＥキャピタルリーシング株式会社は、対象

者が上場会社であることから類似会社比較法及びＤＣＦ法による評価を

参考にしました。それぞれの手法による対象者の 1 株当たりの株式価値

の範囲は以下のとおりです。 

 

 類似会社比較法（ＰＥＲ）; 1,821 円～3,591 円 

 ＤＣＦ法 ; 2,629 円～3,465 円 

 

 また、公開買付者、ＧＥ及びＧＥキャピタルリーシング株式会社は、過

去の発行者以外の者による株式等の公開買付けの類似事例において買付

価格に付与されたプレミアムの実例を踏まえ、対象者の今期末の剰余金

の配当が行われないことを前提とし、対象者に見込まれるシナジー効果、
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対象者による本公開買付けへの賛同の可否、本公開買付けの成否の見通

し等を勘案した上、最終的に 3,250 円が適正な買付価格であると判断致

しました。なお、本公開買付価格は、対象者の普通株式の平成 19 年 2 月

23 日から平成 19 年 3 月 22 日までの過去 1 ヶ月間の東京証券取引所市場

第一部における平均終値 2,051 円に対して約 58％のプレミアムを付した

価格になります。 

 

ii) 新株予約権 

 新株予約権の平成 19 年 3 月 23 日現在における目的となる株式 1 株当た

りの行使価額は金 3,068 円であり、本公開買付けにおける普通株式 1 株

当たりの買付価格金 3,250 円を下回っており、新株予約権には一定の価

値はあります。しかしながら、当社は、当該新株予約権がストックオプ

ションとして発行されたものであり、対象者の商業登記簿謄本によれば

権利行使時において対象者若しくは対象者の子会社の取締役、監査役、

相談役、名誉顧問若しくは従業員たる地位にあること又はそれらの地位

を任期満了により退任し、若しくは定年退職した者であることや、新株

予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない旨が行使条件として付され

ており、当社は仮に取得したとしてもこれを行使することができず、ま

た、仮にかかる行使条件を変更するとしても、そのためには対象者の株

主総会等の手続きが必要となることを考慮し、本公開買付けにおける新

株予約権の買付価格を決定しました。 

 

iii) 転換社債 

 当該転換社債に付された転換権の平成 19 年 3 月 23 日現在における目的

となる株式 1株当たりの行使価格（転換価格）は 2,944.90 円です。当社

の取締役は、各社債の額面金額（100 万円）を 2,944.90 円で除した数に

本公開買付けにおける普通株式の 1 株当たりの買付価格である金 3,250

円を乗じた金額である 1,103,603 円を、各社債の額面金額（100 万円）当

たりの買付価格とすることを決定しました。 

 

② 算定の経緯 

i) 普通株式 

 ＧＥ及びＧＥの日本におけるリース事業を営むＧＥキャピタルリーシン

グ株式会社は、平成 18 年 11 月に対象者の株式等の購入の打診を受けて

から、対象者の公表資料を中心に十分な検討を行い、同年 11 月より 1ヶ

月半程度財務状況等を精査し、その財務状況及び将来利益等をベースと
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して想定財務諸表を作成し、対象者の企業価値を算定した上で買付価格

を決定しました。ＧＥ及びＧＥキャピタルリーシング株式会社は、その

際、対象者が上場会社であることから類似会社比較法及びＤＣＦ法によ

る評価を参考にしました。それぞれの手法による対象者の 1 株当たりの

株式価値の範囲は以下のとおりです。 

 

 類似会社比較法（ＰＥＲ）; 1,821 円～3,591 円 

 ＤＣＦ法; 2,629 円～3,465 円 

 

 またＧＥ及びＧＥキャピタルリーシング株式会社は、過去の発行者以外

の者による株式等の公開買付けの類似事例において買付価格に付された

プレミアムの実例を踏まえ、対象者の今期末の剰余金の配当が行われな

いことを前提とし、対象者に見込まれるシナジー効果、対象者による本

公開買付けへの賛同の可否、本公開買付けの成否の見通し等を勘案した

上、普通株式の買付価格を 1 株につき 3,250 円と算定しました。最終的

に平成 19 年 1 月 25 日に、ＧＥ内の本件取引の最終決裁機関である米国

General Electric Capital Corporation の取締役会で機関決定し、当該

買付価格を含めた最終提案書を対象者に提出しました。この際、ＧＥキ

ャピタルリーシング株式会社の取締役会においても、米国 General 

Electric Capital Corporation の取締役会決議を受けた買付価格及び最

終提案書に記載されるその他条件につき、機関決定しております。これ

を受けて、対象者は、独立した第三者算定機関からの算定価格を参考と

しながら慎重に検討を行い、上記提案を採用した上で最終的に平成 19 年

3 月 23 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨を決定し

ました。公開買付者は、ＧＥの 100％間接子会社で、対象者の株式を取得

し、保有することを目的として平成 19 年 2 月に新設された買収目的会社

であります。公開買付者は、ＧＥ及びＧＥキャピタルリーシング株式会

社による上記の検討を踏まえ、対象者に採用された上記提案を妥当と判

断し、平成 19年 3月 23日に当該買付価格を取締役が機関決定しました。

なお、本公開買付価格は、対象者の普通株式の平成 19 年 2 月 23 日から

平成 19 年 3 月 22 日までの過去 1 ヶ月間の東京証券取引所市場第一部に

おける平均終値 2,051 円に対して約 58％のプレミアムを付した価格にな

ります。 

 

ii) 新株予約権、転換社債 

 上記 i)の普通株式と同様に、対象者に採用されたＧＥの最終提案書の内
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容を受けて、当社の取締役は平成 19 年 3 月 23 日に本公開買付価格を機

関決定しました。 

 

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 

 

① 株式に換算した買付け予定数 27,735,048 株 

 

② 株式に換算した超過予定数 －株 

 

(注 1) 株式に換算した買付予定数（27,735,048 株。以下「買付予定数」といい

ます。）は、対象者の平成 18 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数

（39,957,101 株）から対象者の保有する自己株式 100,129 株を除き、対

象者の平成 18 年 11 月 30 日現在の新株予約権 2,780 個の行使により発

行又は移転される可能性のある対象者の普通株式278,000株及び転換社

債4,322百万円に付された転換権の行使により発行又は移転される可能

性のある対象者の普通株式の最大数 1,467,600 株を加えた数

（41,602,572 株）の約 3分の 2に相当します。応募株券等の総数が株式

に換算した買付予定数に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを

行いません。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

等の全部の買付けを行います。なお、公開買付期間末日における応募株

券等の総数の計算に際しては、新株予約権及び転換社債については、そ

の発行要項に基づき買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）

の末日現在有効な行使価格を用いて株式に換算します。 

(注 2） 公開買付期間の末日までに、新株予約権及び転換社債に付された転換権

が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は移転される

対象者の普通株式も本公開買付けの対象とします。 

(注 3） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。但し、

応募に際しては株券を提出する必要があります（株券が公開買付代理人

を通じて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。）

により保管されている場合は、株券の提出は必要ありません。）。 

(注 4) 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。 
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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当社の所有

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 

0 個 （買付け等前における株券等所有割合

0.00％）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 

277,350 個 （買付け等を行った後における株券等

所有割合

66.67％）

対象者の総株主の議決権の数 398,515 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株式に換算

した買付予定数 27,735,048 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、対象者の平成 19 年 3 月期（第 46

期中）半期報告書（平成 18 年 12 月 20 日提出）記載の平成 18 年 9 月 30

日現在の総株主の議決権の数です。 

(注 3) 「買付け等を行った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、保管振替機構名義の株式並びに新株予約権及び転換社債に

付された転換権が行使されることにより発行又は移転される対象者株

式についても本公開買付けの対象としておりますので、同半期報告書記

載の単元未満株式のうち単元未満自己株式を除いた1,672株に係る議決

権の数 16 個、同半期報告書記載の証券保管振替機構名義で議決権数に

加算されていない株式 3,800 株に係る議決権の個数 38 個、同半期報告

書記載の平成 18 年 11 月 30 日現在の新株予約権 2,780 個の行使により

発行又は移転される可能性のある対象者の普通株式278,000株に係る議

決権の数2,780個及び転換社債4,322百万円に付された転換権の行使に

より発行又は移転される可能性のある対象者の普通株式の最大数

1,467,600 株に係る議決権の数 14,676 個を加算した 416,025 個を「対象

者の総株主の議決権の数」として計算しています。 

(注 4) 「買付け等前における株券等所有割合」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 3位を四捨五入してい

ます。 
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(7) 買付代金 

 

90,138,906,000 円（予定） 

 

（注） 買付代金は、応募株券等の全部が普通株式であったと仮定した場合にお

いて、買付予定数（27,735,048 株）を取得したときに要する金額です。

応募株券等の総数が買付予定数を超えるときは応募株券等の全部の買

付け等を行いますので、対象者の平成 19 年 3 月期（第 46 期中）半期報

告書（平成 18 年 12 月 20 日提出）記載の平成 18 年 9 月 30 日現在の発

行済株式総数 39,957,101 株、同半期報告書記載の平成 18 年 11 月 30 日

現在の新株予約権2,780個の行使により発行又は移転される可能性のあ

る対象者の普通株式 278,000 株、及び転換社債 4,322 百万円に付された

転換権の行使により発行又は移転される可能性のある1,467,600株の合

計から、対象者の保有する自己株式 100,129 株を除いた 41,602,572 株

全てを買い付けた場合の買付代金は 135,208,359,000 円となり、この場

合、買付手数料等を加算した金額は、135,431,359,000 円となります。 

 

(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 5 月 16 日（水曜日） 

 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株

主等（外国人株主等の場合はその常任代理人等）の住所宛に郵送します。買付

けは、現金にて行います。買付けられた応募株券等に係る売却代金は、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（外国人株主等の場合は

その常任代理人等）の指定した場所へ送金します。 

 

④ 株券等の返還方法 

後記「(9) その他買付け等の条件及び方法」の「①証券取引法第 27 条の 13 第

4 項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「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
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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（外国人株主等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

株主等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、転換社債につきましてはユーロクリア・バンク・エス・エ

イ・エヌ・ブイ）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 証券取引法第 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 

証券取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号、その後の改正を含みます。以下

「令」といいます。）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 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

れかが生じた場合は、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（平成 2年大蔵

省令第 38 号、その後の改正を含みます。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 

対象者が本公開買付期間中に、証券取引法（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。）27 条の 6 第 1 項第 1 号の規定によ

り令 13 条第 1項に定める行為を行った場合は、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うことがあります。 

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、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。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
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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、いつでも本公開買付けに係る契約を解除する

ことができます。契約の解除をする場合は、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国内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下さい。契約の解除は、解除書面が公開買

付代理人に交付され、又は到達したときに効力を生じます。但し、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、下記に指定する者に

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に伴う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及び令第 13 条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、その変更等の内容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。

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 

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。 
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⑧ その他 

i) 対象者の第 46 回定時株主総会における権利行使者は、原則として平成 19

年 3 月 31 日における最終の株主名簿上の株主となります。本公開買付け

に応募される方で上記の権利行使を希望される方は、応募前に名義書換

の手続を失念しないようにご留意下さい。 

 

ii) 本公開買付けに係る公開買付説明書（以下「本公開買付説明書」といい

ます。）の配布は、一定の法域においては法律により制約される場合があ

ります。本公開買付説明書を入手する者は、かかる制約について自ら了

知しこれを遵守することが、当社により要求されます。 

 

iii) 本公開買付説明書及び本公開買付けに関連するその他の文書又は資料に

よる情報伝達は、連合王国 2000 年金融サービス市場法第 21 条の目的に

おいて授権された者によって行われるものではなく、当該書類又は資料

は当該授権された者によって承認されたものではありません。従って、

かかる書類又は資料は、連合王国の一般国民に対しては配布されず、ま

た回覧されてはならず、連合王国外の者、（2000 年金融サービス市場法（金

融営業活動）2005 年命令（以下「金融営業活動命令」といいます。)第

19(5)条に定義される）投資専門家、又は金融営業活動命令のもとで本公

開買付説明書を適法に伝達することができる者に対してのみ配布するこ

とを目的としています。 

 

iv) 本公開買付けは、イタリア共和国（以下「イタリア」といいます。）にお

いては実施されません。本公開買付け及び本公開買付説明書は、イタリ

アの法令による国家証券委員会（Commissione Nazionale per le Societa 

e la Borsa （CONSOB））の許可手続に付されていません。従って、本公

開買付説明書に関連する株式、新株予約権又は転換社債の保有者は、イ

タリアに所在し又は居住する限りにおいて、本公開買付けに参加するこ

とはできず、かつ本公開買付けにおいて株式、新株予約権又は転換社債

を応募することはできず、当該者から受領された応募は全て無効である

ものとし、本公開買付説明書及び本公開買付け又は株式、新株予約権若

しくは転換社債に関連するその他の書類又は資料は、イタリアにおいて

は配布されず、入手可能とならないことをご承知おき下さい。 

 

v) 本公開買付説明書は、ベルギー銀行金融保険委員会による認可につき届
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出がなされておらず、従って、本公開買付けは、ベルギー王国（以下「ベ

ルギー」といいます。）国内において、証券の公募に関する 2003 年 4 月

22 日付法律及び金融取引の公衆性に関する 1999 年 7 月 7日付国王令（そ

れぞれについて、その後の改正及び置換を含みます。）において定義され

た公募として行うことができません。その結果、本公開買付けは、ベル

ギーにおいて、250,000 ユーロ以上相当の日本円と交換に株式、新株予約

権又は転換社債を応募する者、又は 1999 年 7 月 7 日付国王令第 3 条第 2

項に定められた適格専門投資家で自己勘定で取引する者、又は下記

ix)iii に定める表明をすることのできる者に対してのみなされ、これら

以外の者が応募することはできません。 

 

vi) 本公開買付けは、直接又は間接を問わず、フランス共和国（以下「フラ

ンス」といいます。）の一般国民に対しては実施されません。本公開買付

説明書及び本公開買付けに関連するその他の書類又は資料は、現時点又

は将来において、フランスの一般国民には配布されておらず、将来もさ

れず、フランス通貨金融法典（Code monetaire et financier）第 L.411-1

条、第 L.411-2 条及び第 D.411-1 条乃至第 D.411-3 条に定義されかつこ

れに基づく、(i)第三者の勘定の資産運用に関連する投資サービスを提供

する者並びに／又は(ii)個人を除く適格投資家（investisseurs 

qualifies）で自己勘定で取引する者のみが、本公開買付けに参加する資

格を有します。本公開買付説明書は、現時点又は将来において、フラン

ス金融市場庁（Autorite des Marches Financiers）に提出されず、その

承認を受けておらず、また将来も受けません。 

 

vii) 本公開買付説明書は、本公開買付説明書に関連する普通株式、新株予約

権若しくは転換社債の買付けの申込み又は売付けの申込みの勧誘を違法

とする法域においてはかかる申込み又は勧誘を構成するものではなく、

かかる申込み又は勧誘を違法とする法域においては、当該株式の株主、

新株予約権者及び転換社債の社債権者からの本公開買付けにおける当該

株式、新株予約権又は転換社債の応募は承諾されません。 

 

viii) 本公開買付け及び本公開買付説明書に記載された情報は、ルクセンブル

ク大公国（以下「ルクセンブルク」といいます。）における証券の公開買

付けを意図したものではなく、またそのように解することはできません。 

 

ix) 本公開買付けの応募に際し、応募株主等（外国人株主等の場合は常任代
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理人）は、公開買付者に対し、以下の旨の表明及び保証を求められるこ

とがあります。 

 

i. 当該応募株主等に対して本公開買付けに関する勧誘を行うことが適用

証券法令において違法ではないこと。 

 

ii. 当該応募株主等が連合王国に所在せず若しくは居住しないこと、又は連

合王国に所在し若しくは居住している場合には、（2000 年金融サービス

市場法（金融営業活動）2005 年命令に定義される）投資専門家の定義

に該当し、又は金融営業活動命令のもとで本公開買付説明書又は本公開

買付けに関連するその他の文書若しくは資料を伝達することが適法で

ある者であること。 

 

iii.当該応募株主等がベルギーに所在又は居住していないこと、又はベルギ

ーに所在若しくは居住し、(i)250,000 ユーロ以上相当の日本円と交換

に株式、新株予約権若しくは転換社債を応募する者である、又は(ii)

金融取引の公衆性に関する 1999 年 7 月 7 日付ベルギー国王令第 3 条第

2 項に定められた適格専門投資家で自己勘定により取引する者である、

又は(iii)ベルギーの媒体により公表された情報により又は三菱ＵＦＪ

証券若しくは公開買付者により若しくはそのために（書面又は電子的方

法により）送付された文書により本公開買付けに関する情報を入手した

ことはなく、本公開買付けが上記国王令第 2条の意味において公衆性を

有することを認識しておらず、かつそう信じる理由もないこと。 

 

iv. 当該応募株主等がイタリアに所在せず又は居住していないこと。 

 

v. 当該応募株主等が(i)フランスに居住しておらず、若しくはフランス国

民ではないこと、又は(ii)フランスに居住しており、若しくはフランス

国民であり、(a)第三者の勘定により資産運用に関連する投資サービス

を提供する者並びに／又は(b)個人を除く適格投資家（investisseurs 

qualifies）であること（いずれもフランス通貨金融法典（Code 

monetaire et financier）第 L.411-1 条、第 L.411-2 条及び第 D.411-1

条乃至第 D.411-3 条に定義されかつこれに基づきます。）。 

 

(10) 公開買付開始公告日 平成 19 年 3 月 26 日 
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(11) 公開買付代理人  

 

三菱 UFJ 証券株式会社 

なお、公開買付者は、ルクセンブルクにおける転換社債の社債権者向け連絡先と

してザ・バンク・オブ・ニューヨーク（ルクセンブルク）エス・エー（所在地：

Aerogolf Center，1A Hoehenhof，L 1736 Senningerberg，Luxembourg、電話：国

番号+44 020-7964-4468、ファックス：国番号+44 020-7964-2536）を置いていま

す。 

 

3．その他 

 

(1) 当社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、対象者の平成 19 年 3 月 23 日開催の取締役会において賛

同を得ております。 

 

(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されるその他の情報 

 

① 本公開買付けが予定どおり実行され成立した場合、対象者のコールオプション

の行使により、転換社債の繰上償還を実施することが可能となるように、対象

者は、社債要項及び信託証書の改訂を社債権者に提案し、承認いただく目的で

平成 19 年 4 月 19 日に社債権者集会を開催することを平成 19 年 3 月 23 日開催

の取締役会において決議しております。 

この社債要項及び信託証書の改訂が社債権者集会において可決された場合、公

開買付者が本公開買付けによって取得する転換社債は、本公開買付けの決済後

に対象者のコールオプションの行使により償還される見込みです。 

 

② 対象者は、平成 19 年 6 月に予定している定時株主総会において第 46 期の期末

配当を行わない旨の議案を諮ることを平成 19 年 3 月 23 日開催の取締役会にお

いて決議しております。 

以上 
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※本書面に含まれる情報を閲覧された方は、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、本書面の発表（2007 年 3 月 23 日午後 3 時 10 分）から 12 時間を経過するまでは、

三洋電機クレジット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

にご注意下さい。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、予めご了承下さい。 

※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本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、三洋電機クレジット株式会社の株式等を取得した場合におけ

る、当社が属する企業集団の考え方に基づく、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たとし

ても、本公開買付けに関する株券等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付とみなされるものとします。 

26 
 




