
 

 

 

平成19年４月13日  

各 位 

 

会 社 名 株 式 会 社 イ ン パ ク ト 二 十 一

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  榎 本 忠 夫

（コード番号 ９９４４ 東証第１部） 

問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長  

矢部 勝己 

 （T E L． ０３-３２７４-９８６４） 

 

当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ 

 

当社は、本日（平成19年４月13日）開催された取締役会において、ピー・アール・エル・ジャパン株式会社

（以下「公開買付者」といいます。）による当社株式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賛同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。 

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 ピー・アール・エル・ジャパン株式会社 

(2) 事業内容 当社の株式を取得し、保有することを主たる事業の内容としています。 

(3) 設立年月日 平成19年３月23日 

(4) 本店所在地 東京都渋谷区神宮前四丁目25番15号 

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役 檜山俊夫 

(6) 資本金 1,000,000円 

(7) 大株主及び持株比率 

（株主名） 

ポロ・ラルフローレン・コーポレーション（以下「ポロ・ラルフローレン

社」といいます） 

（所有比率）

100.00％ 

資本関係 

該当事項はありません。なお、公開買付者はポロ・ラルフローレ

ン社の100％子会社で、ポロ・ラルフローレン社は当社株式

3,957,000 株（平成19年２月28日現在の発行済株式総数の約

20％）を保有しております。 

人的関係 

該当事項はありません。なお、ポロ・ラルフローレン社のバイス

プレジデントであるシェリー･リン･ジェッター氏は当社の取締役

に就任しております。 

取引関係 

該当事項はありません。なお、ポロ・ラルフローレン社との取引

関係については下記「２．当該公開買付けに関する意見の内

容、根拠及び理由 Ⅱ 根拠及び理由 (1) 公開買付けに至る

背景」をご参照下さい。 

(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。なお、ポロ・ラルフローレン社は上記の

とおり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 

 

Ⅰ 意見の内容 

当社は、本日開催の取締役会において、公開買付者による当社株式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に応募することを勧めます。 

 

Ⅱ 根拠及び理由 

 

(1) 公開買付けに至る背景 
 

当社は、日本における大手ファッションアパレル業者である株式会社オンワード樫山（以下「オンワー

ド樫山」といいます。）の子会社として設立され、昭和60年より「ラルフローレン」ブランドの婦人用衣料品

の卸売販売を開始しました。その当時、当社による「ラルフローレン」ブランドの卸売販売は、アメリカ合

衆国デラウェア州法人であるポロ・ラルフローレン・コーポレーション（Polo Ralph Lauren Corporation）

（本社：米国、ニューヨーク州、ニューヨーク市、会長兼CEO：ラルフ・ローレン（Ralph Lauren）氏）の日本

におけるマスターライセンシーとオンワード樫山間で締結されたサブライセンス契約から始まりました。平

成 15 年３月１日に、当社は、オンワード樫山の子会社であって「ポロ・ラルフローレン」ブランドの紳士用

衣料品の卸売販売を行っていた株式会社アクティ二十一及び「ポロ・ジーンズカンパニー」ブランドでジ

ーンズカジュアルを中心とした衣料品の卸売販売を行っていた株式会社パートナー二十一との間で、

当社を存続会社として３社合併を行いました。ポロ・ラルフローレン社は、当社とのアライアンスを強化す

るために、上記の合併の直前にオンワード樫山及びその関連会社より当社及びアクティ二十一の株式

の一部を譲り受け、更にその後に当社の株式を追加取得することにより、現在保有する当社の株式を取

得しました。かかる資本参加を機に、ポロ・ラルフローレン社は、当社に取締役１名を派遣しています。 

当社は、現在、日本国内において「ラルフ・ローレン（Ralph Lauren）」、「ポロ・ラルフローレン（Polo 

Ralph Lauren）」、「ポロ・ジーンズ・カンパニー（POLO JEANS CO.）」ブランドの婦人用及び紳士用の衣

料品、装飾品等を全国の百貨店及び専門店に販売しています。当社のかかる事業は、ポロ・ラルフロー

レン社の子会社であり、同社とオンワード樫山の合弁会社である株式会社ポロ・ラルフローレン・ジャパ

ン（以下「ポロ・ジャパン」といいます。）と当社との間で締結されたサブライセンス契約（以下「サブライセ

ンス契約」といいます。）によって付与されたサブライセンスに基づき行われているものです。他方、ポロ・

ジャパンは、ポロ・ラルフローレン社とポロ・ジャパンとの間で締結されたマスターライセンス契約（以下

「マスターライセンス契約」といいます。）に基づき当社に対し上記サブライセンスを行う権限を付与され

ています。 

マスターライセンス契約の現行の契約期間は、平成20年２月28日に満了します。マスターライセンス

契約上、ポロ・ジャパンは、平成 19 年２月 28 日に終了する事業年度における同社のライセンス対象製

品に係る売上高が所定の金額に達した場合には、契約期間を更に５年間延長する権利を有しておりま

した。しかしながら、ポロ・ジャパンは、上記事業年度において、平成 20 年２月 28 日で終了する当初の

契約期間の更新に必要な所定の売上高を充たさなかったとのことであるため、マスターライセンス契約

は平成20年２月 28日を以て終了し、これと同時にサブライセンス契約も終了することとなります。従って、

当事者間で代替的方策につき合意できない限り、平成20年２月28日以降、当社は、ポロ・ラルフローレ

ン・ブランドの製品を製造又は販売するサブライセンスを失うことになります。複数の選択肢を検討後、

当事者は、本公開買付けを行うことが当社の企業価値の向上に資するとの判断に至りました。仮に本公

開買付けが不成立となった場合には、ポロ・ラルフローレン社は、ポロ・ジャパン社と新たなマスターライ

センス契約を締結する意向はなく、また平成20年２月28日以降も、当社が日本国内においてポロ・ラル

フローレン・ブランドの製品に関する事業に関与する権利を付与されることとなる代替的方策に合意する
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意向はないとのことです。他方、本公開買付けが成立した場合には、当社は、ポロ・ラルフローレン社と

の間の提携関係を維持することが可能となります。ポロ・ラルフローレン社は、当社の事業を最大限発展

させるための一流のデザイン、マーケティング及び宣伝広告のノウハウを有しております。このようなポ

ロ・ラルフローレン社が当社の経営権を取得することによって、ポロ・ラルフローレン社は、下記に記載の

ポロ・ラルフローレン社の戦略に基づいて実施される諸施策を通じて、当社の企業価値の著しい向上を

見込むことができるものと考えております。 

 

ポロ・ラルフローレン社は、日本市場を事業戦略上重要な市場と位置づけており、当社を日本のポロ・

ラルフローレン事業の中核を担う企業であると考えております。ポロ・ラルフローレン社の戦略は、当社を

通じて、アクセサリー事業のプレゼンスを高め、アパレル事業を成長させ、日本市場におけるポロ・ラル

フローレン・ブランドの認知度を向上させることにあります。過去３年間、日本におけるポロ・ラルフローレ

ン事業はやや停滞した状況にありました。昨年以降、ポロ・ラルフローレン社と当社は、日本における事

業を改善すべく、共同してプランを策定し、これを実施して参りました。その結果、ポロの紳士用事業の

主要ブランドである「ポロ」については、改善の兆候が見えています。他方、婦人用事業の主要ブランド

である「ブルー・レーベル」については、日本での売上げが３年間連続で減少しておりましたが、最近に

なって首都圏の店舗を中心に、多少の改善の兆候が見られるようになりました。しかし、当該プランによ

っても、ポロ・ラルフローレン社としては、翌年において、日本における業績が大幅に改善することは期

待できないと考えております。 

本公開買付けが成立した場合には、ポロ・ラルフローレン社は、①既存のポロ・ラルフローレンの店舗

網をアップグレードするために当社の取引先である百貨店と協働し、②独立店舗のネットワークを拡大し、

③事業をサポートする上で必要なインフラ及びテクノロジーを確立させることを求めていくつもりでおりま

す。 

ポロ・ラルフローレン社は、ポロ・ラルフローレン社による当社の経営権の取得により、当社の企業価

値の著しい向上が見込まれると考えています。ポロ・ラルフローレン社は、当社の事業を最大限発展させ

るための一流のデザイン、マーケティング及び宣伝広告のノウハウを有しております。更にポロ・ラルフロ

ーレン社が当社の経営権を取得することにより、当社は前述した平成20年２月28日に生じるサブライセ

ンスの喪失という事態を回避できると共に、日本におけるポロ・ラルフローレン社の事業を強化し発展さ

せるために必要となる財務上の安定性と経営方針の獲得が可能となります。 

平成 19 年４月 13 日、ポロ・ラルフローレン社、オンワード樫山及び当社は、当社の普通株式の全て

（但し、ポロ・ラルフローレン社が保有する株式及び当社が保有する自己株式を除く）の買付けを行うた

めに本公開付けに関する正式契約（以下「本公開買付契約」といいます）を締結いたしました。本公開買

付けは、本公開買付契約に基づき実施されるものです。本公開買付契約において、オンワード樫山は、

その所有する当社の株式の全て（当社の発行済株式総数に対する所有株式の割合 26.5％）について

本公開買付けに応募すること、並びにオンワード樫山の子会社である株式会社オンワードクリエイティブ

センター、株式会社ビエン、株式会社オンワードライフデザインネットワーク社及びアクロストランスポート

株式会社（以下、上記４社を総称し「オンワードグループ会社」といいます。なお、当社の発行済株式総

数に対するオンワードグループ会社の所有株式の合計の割合 14.5％）をして、それぞれが所有する当

社の株式の全てについて本公開買付けに応募させることを同意しています。また、本公開買付けが完

了することを条件として、ポロ・ラルフローレン社が、オンワード樫山等が現在保有するポロ・ジャパンの

株式を譲り受け、ポロ・ジャパンをポロ・ラルフローレン社の 100％子会社にすることについても合意され

ています。 

 

(2) 公開買付けの内容 
 

公開買付者は、ポロ・ラルフローレン社がその発行済株式の全てを保有している、本公開買付けを通
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じて当社の株式を取得することを目的として設立された会社です。 

ポロ・ラルフローレン社は、当社の平成 19 年２月 28 日現在の発行済株式総数（以下「当社の発行済

株式総数」といいます。）の約 20％を保有しています。他方、当社の親会社であるオンワード樫山は、そ

の子会社と併せて、当社の発行済株式総数の約 41％を保有しています。 

本公開買付けは、上記に述べるように当社をポロ・ラルフローレン・グループの 100％子会社にするた

めの取引の一環として実施されるものであり、公開買付者は、当社の発行済株式のうち、ポロ・ラルフロ

ーレン社が保有する株式及び当社が保有する自己株式を除いた全株式を取得する目的で本公開買付

けを実施いたします。また、公開買付者は、本公開買付けによる当社の株式の買付けに要する資金を

本公開買付けの決済開始日までにポロ・ラルフローレン社により提供される資金によってまかないます。 

 

なお、本公開買付けにおける買付価格である 2,600 円は平成 19 年４月 12 日までの過去３ヶ月間の

株式会社東京証券取引所市場第一部における終値の単純平均値 2,140 円（小数点以下を四捨五入）

に対して約 21.5％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを加えた額に相当しています。 

 

(3) 公開買付けに関する意見の理由及び根拠 
 

当社は、激化するブランド間競争、企業間競争の中で、更に存在感を高めるための「質の向上」「業容

拡大」を重点課題とし、ブランドエクイティの向上を機軸にきめ細かな対応とスピード感を持った経営を

行い、企業価値の向上に努めてまいりました。現在は、ポロ・ラルフローレンを扱う１ブランドカンパニーと

して「お客様に喜んでもらうことを喜びとする」商品提案、販売促進、VMD を実践し、更にはラルフローレ

ンの伝道師たる社員・販売スタッフを育成することによりポロ・ラルフローレン社の提案する「ラグジュアリ

ー戦略」の具現化を経営施策の中心と位置づけております。今後、激化するブランド間競争に勝ち残り、

ブランドとして、また企業として一層の存在感を発揮し、日本市場における長期的な成功を確実なものと

するためには、ポロ・ラルフローレン社と当社の更なる連携強化により両社のノウハウを結合することが最

善の経営戦略であると判断し、本公開買付けに賛同いたしました。 

 

当社の取締役会は、 平成 19 年４月 11 日付けで当社とは独立した第三者算定機関である PwC アド

バイザリー株式会社（以下「算定人」といいます。）より、当社の株式につき本公開買付けが実施された

場合の買付価格の妥当性を検討する際の参考資料として、当社の株式価値に関する「株式価値算定

書」を取得しております。同算定書では、市場株価基準方式、類似会社比準方式及びＤＣＦ方式（ディ

スカウンテッド・キャッシュ・フロー方式）の各手法を用いて株式価値評価を行っており、当社１株当たり

株式価値のレンジは、市場株価基準方式で2,016円～2,153円、類似会社比準方式で2,448円～2,643

円、ＤＣＦ方式で 2,018 円～3,186 円と示されております。また、当社のリーガル・アドバイザーである阿

部・井窪・片山法律事務所より法律意見書を取得しております。当社の取締役会は、算定人による算定

書やリーガル・アドバイザーによる法律意見書を参考資料として、上記の本公開買付けの内容その他の

関連する事情を総合的に考慮し、買付価格を含む本公開買付けの買付条件は妥当であり、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、株主共通の利益に資すると判断し、平成 19 年４

月 13 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。但し、当社の取締役のうち、ポロ・ラルフローレン社のバイスプレジデントであるシェリー･リン･

ジェッター氏については、ポロ・ラルフローレン社から当社の取締役会に派遣されている者であることに

伴う利益相反の問題が存しうるため、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、当

社の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。 

 

Ⅲ 本公開買付け後の組織再編及び経営方針 
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本公開買付けの成立後、ポロ・ラルフローレン社は、同社を米国や欧州といった主要な市場での成功に

導いたグローバルな事業戦略とプロセスを、日本市場特有のニーズに合わせるべく調整の上、時間をかけ

て実行していく考えです。ポロ・ラルフローレン社は、同社のグルーバルな戦略と、日本市場における当社

のノウハウを結合することにより、日本における長期的な成功の機会を得ることが可能となると確信しており

ます。 

 

本公開買付契約において、当社は、ポロ・ラルフローレン社が推薦する者を取締役候補者とする取締役

選任議案を2007年度定時株主総会において付議することに同意しています。かかる選任の結果、本公開

買付け成立後の当社の取締役会は、ポロ・ラルフローレン社により指名された４名（うち１名は当社の取締

役を現任する者です）及び当社の取締役を現任している当社の現経営陣のうち２名の者から構成されるこ

とになります。これに関連して、当社の 2007 年度定時株主総会において、オンワード樫山及びオンワード

グループ会社が所有する当社株式の全てに関する議決権を、ポロ・ラルフローレン社の指示に従って自ら

行使し、かつオンワードグループ会社をして行使させることについて、オンワード樫山は同意しています。

加えて、従前公表しているとおり、当社は、平成 19年２月 28日現在の株主名簿上の当社の株主に対して、

１株につき 30 円の配当を行うことについて、2007 年度定時株主総会に付議することを予定しています。 

当社は、平成19年３月１日付けで、商品カテゴリー毎の事業部間の連携を強化することになる機構改革

を実施しました。ポロ・ラルフローレン社は、当該機構改革の成果を今後評価していくつもりでおりますが、

現時点では、当社の組織に重要な変更を行う予定はありません。 

また、ポロ・ラルフローレン社及び当社は、オンワード樫山との間で、移行期間中のサービス契約を締結

することを予定しており、当該契約に従って、本公開買付けの成立後一定の期間、当社に対する事業、流

通、人事その他関連する業務について、オンワード樫山からサービスの提供を受ける予定です。 

 

本公開買付けが成立した場合、公開買付者は、ポロ・ラルフローレン社保有分と合わせて、当社の発行

済株式総数（自己株式を除きます）の３分の２以上の株式を保有することになります。公開買付者が、ポロ・

ラルフローレン社が保有する株式及び当社の保有する自己株式を除いた全株式を本公開買付けによって

取得できなかった場合には、ポロ・ラルフローレン社が当社の事業の継続的安定性を確保し、上記の事業

戦略を効率的、機動的及び効果的に実施できるようにするために、公開買付者は、現時点において、自ら

を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換を行うことを予定しているとのことです（なお、当該株式

交換により、ポロ・ラルフローレン社の保有する当社の株式は、完全親会社となる公開買付者の株式と交

換されることとなり、当社は公開買付者の 100％子会社となります）。その場合の株式交換比率については、

本書提出日現在未定でありますが、当該株式交換によりポロ・ラルフローレン社に対しては完全親会社で

ある公開買付者の株式（株式交換比率によっては株式に加えて１株に満たない端数に相当する金銭）が

交付される一方で、本公開買付けに応募されなかった、公開買付者及びポロ・ラルフローレン社以外の当

社の株主（当該株主から株式を承継した者を含み、以下「残存株主」といいます。）に対し割当てられる完

全親会社である公開買付者の株式の数は１株に満たない端数となるような交換比率を決定する予定であ

ります（以下かかる交換比率に基づく株式交換を「本株式交換」といいます。）。従って、本株式交換にお

いて、残存株主に対しては、法令の規定に従って、公開買付者の株式に代えて、端数の合計数に相当す

る株式を売却することにより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金

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、残存株主が本公開買付け

に応募したと仮定した場合における売却金額とは異なることもありえます。また、本株式交換に際して、残

存株主は、法令の手続きに従い、当社に対して株式買取請求をすることもできます。この場合の１株当たり

の買取価格は、本公開買付けの買付価格とは異なることがありえます。本公開買付け、本株式交換による

金銭の交付及び本株式交換に係る株式買取請求による場合の税務上の取扱いについては、各自の税務

アドバイザーにご確認いただきますようにお願いいたします。なお、関連法令についての当局の解釈等の
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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式の保有状

況等によっては、公開買付者は、本株式交換に代えて、それと同等の効果を有する別のスキームを採用

する可能性があります。但し、その場合でも、残存株主の皆様に対しては最終的に現金のみを交付するこ

ととなるスキームを採用する予定でおります。 

 

また、本株式交換又はそれに代替するスキームにより、当社が公開買付者の 100％子会社となった後に、

ポロ・ラルフローレン社は、当社と、ポロ・ジャパンその他の日本における子会社とを統合する可能性があり

ます。 

 

Ⅳ 上場廃止となる見込みがある旨及び上場廃止を目的とする公開買付けに賛同する理由 

 

公開買付者は、本公開買付け及びその後の一連の手続により、当社を完全子会社化する予定です。従

って、本公開買付けで買付ける株式数に上限は設定されておらず、本公開買付けの結果によっては、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る可能性が

あります。また、本公開買付後に、本株式交換が行われる場合には、当社株式は上場廃止となります。上

場廃止後は、当社の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。なお、現時点において、

公開買付者は、公開買付者が発行する株券の上場申請を行わない予定であるとのことです。 

 

本公開買付けの結果、当社株式は上場廃止となる可能性がありますが、前述のとおり、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、株主共通の利益に資すると判断し、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しております。 

 

 

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 

 

 

※ 添付資料：「株式会社インパクト二十一株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 

（ピー・アール・エル・ジャパン株式会社による当社株式の買付け等の概要） 
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平成 19 年４月 13 日 

 

各 位      

会 社 名 ピー・アール・エル・ジャパン株式会社

代 表 者 代 表 取 締 役  檜 山 俊 夫

所 在 地 東京都渋谷区神宮前四丁目 25 番 15 号

  

 

株式会社インパクト二十一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４月13日の取締役会において、株式会社インパクト二十一（東証一部・9944、以下「対象

者」といいます。）の株式を公開買付け（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、下記のとおり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 

公開買付者は、アメリカ合衆国デラウェア州法人であるポロ・ラルフローレン・コーポレーション（Polo Ralph 

Lauren Corporation）（本社：米国、ニューヨーク州、ニューヨーク市、会長兼 CEO：ラルフ・ローレン（Ralph 

Lauren）氏、以下「ポロ・ラルフローレン社」といいます。）がその発行済株式の全てを保有している、本公開買

付けを通じて対象者の株式を取得することを目的として設立された会社です。 

ポロ・ラルフローレン社は、対象者の平成19年２月 28日現在の発行済株式総数（以下「対象者の発行済株

式総数」といいます。）の約 20％を保有しています。一方、対象者の親会社である株式会社オンワード樫山（以

下「オンワード樫山」といいます。）は、その子会社と併せて、対象者の発行済株式総数の約 41％を保有してい

ます。 

本公開買付けは、下記に述べるように対象者をポロ・ラルフローレン・グループの100％子会社にするための

取引の一環として実施されるものであり、公開買付者は、対象者の発行済株式のうち、ポロ・ラルフローレン社

が保有する株式及び対象者が保有する自己株式を除いた全株式を取得する目的で本公開買付けを実施い

たします。また、公開買付者は、本公開買付けによる対象者の株式の買付けに要する資金を本公開買付けの

決済開始日までにポロ・ラルフローレン社により提供される資金によってまかないます。 

 

（２） 本公開買付けの背景 

ポロ・ラルフローレン社は、紳士用、婦人用及び子供用衣料品、アクセサリー、香水及び家庭用家具備品を

含む高級ライフスタイル用品のデザイン、マーケティング及び販売において、世界的なリーディングカンパニー

です。ポロ・ラルフローレン社は、卸売、小売及びライセンシングという３つの事業セグメントを統合する形で運

営されています。 

昭和 42 年以降、ポロ・ラルフローレン社の長年にわたる評判と特色のあるブランドイメージは、多くの製品、

ブランド及び国際市場において日々発展を遂げています。「Polo」、「Polo by Ralph Lauren」、「Ralph Lauren 

Purple Label」、「Ralph Lauren Black Label」、「RLX」、「Ralph Lauren」、「Blue Label」、「Lauren」、「ＲRL」、

「Rugby」、「Chaps」及び「Club Monaco」を含むポロ・ラルフローレン社のブランド名は、世界で最も広く認知され

た消費者ブランドの一つです。ポロ・ラルフローレン社は、その世界的な展開、製品の幅及び販売経路の多様

性という点において、高級ブランド品・アパレル企業の中でもユニークな存在であると自負しております。 

ポロ・ラルフローレン社は、世界中において、製品ラインとブランドを常に向上させていくことを非常に重視し
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ており、その事業に多くの投資を行っています。過去５年間において、ポロ・ラルフローレン社は、その重要なラ

イセンス事業のいくつかを取得し、資本の改善のために積極的に投資して参りましたが、かかる投資は基本的

に事業上生み出したキャッシュフローによって賄われたものです。ポロ・ラルフローレン社は、ブランドの向上、

アクセサリーその他の製品の多様化、専門小売店ベースの拡大、国際的なプレゼンスの向上といった長期的

戦略を引き続き遂行していく所存です。日本においては、平成 18 年３月に東京の表参道にポロ・ラルフローレ

ン社直営の旗艦店を開店いたしました。ポロ・ラルフローレン社の製品は、日本において、ライセンシーにより

運営されている専門店 14 店舗（内、５店舗は「ポロ・ラルフローレン」ブランド製品、９店舗は「ポロ・ジーンズ」ブ

ランド製品を取扱っています）と約 280 のデパート内専門ショップで販売されています。 

対象者は、日本における大手ファッションアパレル業者であるオンワード樫山の子会社として設立され、昭

和 60 年より「ラルフローレン」ブランドの婦人用衣料品の卸売販売を開始しました。その当時、対象者による「ラ

ルフローレン」ブランドの卸売販売は、ポロ・ラルフローレン社の日本におけるマスターライセンシーとオンワード

樫山間で締結されたサブライセンス契約から始まりました。平成 15 年３月１日に、対象者は、オンワード樫山の

子会社であって「ポロ・ラルフローレン」ブランドの紳士用衣料品の卸売販売を行っていた株式会社アクティ二

十一及び「ポロ・ジーンズカンパニー」ブランドでジーンズカジュアルを中心とした衣料品の卸売販売を行って

いた株式会社パートナー二十一との間で、対象者を存続会社として３社合併を行いました。ポロ・ラルフローレ

ン社は、対象者とのアライアンスを強化するために、上記の合併の直前にオンワード樫山及びその関連会社よ

り対象者及びアクティ二十一の株式の一部を譲り受け、更にその後に対象者の株式を追加取得することにより、

現在保有する対象者の株式を取得しました。かかる資本参加を機に、ポロ・ラルフローレン社は、対象者に取

締役１名を派遣しています。 

対象者は、現在、日本国内において「ラルフ・ローレン（Ralph Lauren）」、「ポロ・ラルフローレン（Polo Ralph 

Lauren）」、「ポロ・ジーンズ・カンパニー（POLO JEANS CO.）」ブランドの婦人用及び紳士用の衣料品、装飾品

等を全国の百貨店及び専門店に販売しています。対象者のかかる事業は、ポロ・ラルフローレン社の子会社で

あり、同社とオンワード樫山の合弁会社である株式会社ポロ・ラルフローレン・ジャパン（以下「ポロ・ジャパン」と

いいます。）と対象者との間で締結されたサブライセンス契約（以下「サブライセンス契約」といいます。）に基づ

き付与されたサブライセンスに基づき行われているものです。一方、ポロ・ジャパンは、ポロ・ラルフローレン社と

ポロ・ジャパンとの間で締結されたマスターライセンス契約（以下「マスターライセンス契約」といいます。）に基

づき対象者に対し上記サブライセンスを行う権限を付与されています。 

マスターライセンス契約の現行の契約期間は、平成20年２月28日に満了します。マスターライセンス契約上、

ポロ・ジャパンは、平成 19 年２月 28 日に終了する事業年度における同社のライセンス対象製品に係る売上高

が所定の金額に達した場合には、契約期間を更に５年間延長する権利を有しておりました。しかしながら、ポ

ロ・ジャパンは、上記事業年度において、平成 20 年２月 28 日で終了する当初の契約期間の更新に必要な所

定の売上高を充たさなかったため、マスターライセンス契約は平成20年２月 28日を以て終了し、これと同時に

サブライセンス契約も終了することとなります。従って、当事者間で代替的方策につき合意できない限り、平成

20 年２月 28 日以降、対象者は、ポロ・ラルフローレン・ブランドの製品を製造又は販売するサブライセンスを失

うことになります。複数の選択肢を検討後、当事者は、本公開買付けを行うことが対象者の企業価値の向上に

資するとの判断に至りました。仮に本公開買付けが不成立となった場合には、ポロ・ラルフローレン社は、ポロ・

ジャパン社と新たなマスターライセンス契約を締結する意向はなく、また平成 20 年２月 28 日以降も、対象者が

日本国内においてポロ・ラルフローレン・ブランドの製品に関する事業に関与する権利を付与されることとなる

代替的方策に合意する意向はございません。一方、本公開買付けが成立した場合には、対象者は、ポロ・ラル

フローレン社との間の提携関係を維持することが可能となります。ポロ・ラルフローレン社は、対象者の事業を

最大限発展させるための一流のデザイン、マーケティング及び宣伝広告のノウハウを有しております。このよう

なポロ・ラルフローレン社が対象者の経営権を取得することによって、ポロ・ラルフローレン社は、後記（３）に記

載のポロ・ラルフローレン社の戦略に基づいて実施される諸施策を通じて、対象者の企業価値の著しい向上を
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見込むことができるものと考えております。 

 

（３） 本公開買付けの目的 

ポロ・ラルフローレン社は、日本市場を事業戦略上重要な市場と位置づけており、対象者を日本のポロ・ラル

フローレン事業の中核を担う企業であると考えております。ポロ・ラルフローレン社の戦略は、対象者を通じて、

アクセサリー事業のプレゼンスを高め、アパレル事業を成長させ、日本市場におけるポロ・ラルフローレンブラ

ンドの認知度を向上させることにあります。過去３年間、日本におけるポロ・ラルフローレン事業はやや停滞した

状況にありました。昨年以降、ポロ・ラルフローレン社と対象者は、日本における事業を改善すべく、共同して

プランを策定し、これを実施して参りました。その結果、ポロの紳士用事業の主要ブランドである「ポロ」につい

ては、改善の兆候が見えています。一方、婦人用事業の主要ブランドである「ブルー・レーベル」については、

日本での売上げが３年間連続で減少しておりましたが、最近になって首都圏の店舗を中心に、多少の改善の

兆候が見られるようになりました。しかし、当該プランによっても、ポロ・ラルフローレン社としては、翌年において、

日本における業績が大幅に改善することは期待できないと考えております。 

本公開買付けが成立した場合には、ポロ・ラルフローレン社は、①既存のポロ・ラルフローレンの店舗網をア

ップグレードするために対象者の取引先である百貨店と協働し、②独立店舗のネットワークを拡大し、③事業を

サポートする上で必要なインフラ及びテクノロジーを確立させることを求めていくつもりでおります。 

ポロ・ラルフローレン社は、ポロ・ラルフローレン社による対象者の経営権の取得により、対象者の企業価値

の著しい向上が見込まれると考えています。ポロ・ラルフローレン社は、対象者の事業を最大限発展させるため

の一流のデザイン、マーケティング及び宣伝広告のノウハウを有しております。更にポロ・ラルフローレン社が

対象者の経営権を取得することにより、対象者は前述した平成20年２月28日に生じるサブライセンスの喪失と

いう事態を回避できると共に、日本におけるポロ・ラルフローレン社の事業を強化し発展させるために必要とな

る財務上の安定性と経営方針の獲得が可能となります。 

平成19年４月13日、ポロ・ラルフローレン社、オンワード樫山及び対象者は、対象者の普通株式の全て（但

し、ポロ・ラルフローレン社が保有する株式及び対象者が保有する自己株式を除く）の買付けを行うために本公

開付けに関する正式契約（以下「本公開買付契約」といいます。）を締結いたしました。本公開買付けは、本公

開買付契約に基づき実施されるものです。本公開買付契約において、オンワード樫山は、その所有する対象

者の株式の全て（対象者の発行済株式総数に対する所有株式の割合 26.5％）について本公開買付けに応募

すること、並びにオンワード樫山の子会社である株式会社オンワードクリエイティブセンター、株式会社ビエン、

株式会社オンワードライフデザインネットワーク社及びアクロストランスポート株式会社（以下、上記４社を総称し

「オンワードグループ会社」といいます。なお、対象者の発行済株式総数に対するオンワードグループ会社の

所有株式の合計の割合 14.5％）をして、それぞれが所有する対象者の株式の全てについて本公開買付けに

応募させることの同意をオンワード樫山から頂いています。また、本公開買付けが完了することを条件として、

ポロ・ラルフローレン社が、オンワード樫山等が現在保有するポロ・ジャパンの株式を譲り受け、ポロ・ジャパンを

ポロ・ラルフローレン社の 100％子会社にすることについても、オンワード樫山との間で合意されています。 

 

本公開買付けにおける買付価格は平成 19 年４月 12 日の株式会社東京証券取引所市場第一部における

終値2，190円に対して約18.7％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを、平成19年４月 12日までの

過去３ヶ月間の株式会社東京証券取引所市場第一部における終値の単純平均値 2,140 円（小数点以下を四

捨五入）に対して約 21.5％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミアムを加えた額に相当しています。 

 

対象者の取締役会は、平成 19 年４月 13 日付けで対象者とは独立した第三者算定機関である PwC アドバ

イザリー株式会社（以下「PwC アドバイザリー」といいます。）より、対象者の株式につき本公開買付けが実施さ

れた場合の買付価格の妥当性を検討する際の参考資料として対象者の株式価値に関する「株式価値算定
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書」を取得しています。また、対象者は、そのリーガル・アドバイザーである阿部・井窪・片山法律事務所より法

律意見書を取得しています。対象者の取締役会は、PwCアドバイザリーによる報告書やリーガル・アドバイザー

による法律意見書を参考資料として、本公開買付けの内容その他の関連する事情を総合的に考慮し、買付価

格を含む本公開買付けの買付条件は妥当であり、本公開買付けは対象者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、平成 19 年４月 13 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。但し、対象者の取締役のうち、ポロ・ラルフローレ

ン社のバイスプレジデントであるシェリー・リン・ジェッター氏については、ポロ・ラルフローレン社から対象者の

取締役会に派遣されている者であることに伴う利益相反の問題が存しうるため、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の取締役会が本公

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方針 

本公開買付けの成立後、ポロ・ラルフローレン社は、同社を米国や欧州といった主要な市場での成功に導

いたグローバルな事業戦略とプロセスを、日本市場特有のニーズに合わせるべく調整の上、時間をかけて実

行していく所存です。ポロ・ラルフローレン社は、ポロ・ラルフローレン社のグルーバルな戦略と、日本市場にお

ける対象者のノウハウを結合することにより、日本における長期的な成功の機会を得ることが可能となると確信

しております。 

本公開買付契約において、対象者は、ポロ・ラルフローレン社が推薦する者を取締役候補者とする取締役

選任議案を 2007 年度定時株主総会において付議することに同意しています。かかる選任の結果、本公開買

付け成立後の対象者の取締役会は、ポロ・ラルフローレン社により指名された４名（うち１名は対象者の取締役

を現任する者です）及び対象者の取締役を現任している対象者の現経営陣のうち２名の者から構成されること

になります。これに関連して、対象者の2007年度定時株主総会において、オンワード樫山及びオンワードグル

ープ会社が所有する対象者株式の全てに関する議決権を、ポロ・ラルフローレン社の指示に従って自ら行使し、

かつオンワードグループ会社をして行使させることについての同意をオンワード樫山から頂いております。加え

て、従前公表されているように、対象者は、平成 19 年２月 28 日現在の株主名簿上の対象者の株主に対して、

１株につき 30 円の配当を行うことについて、2007 年度定時株主総会に付議することを予定しています。 

対象者は、平成 19 年３月１日付けで、商品カテゴリー毎の事業部間の連携を強化することになる機構改革

を実施しました。ポロ・ラルフローレン社は、当該機構改革の成果を今後評価していくつもりでおりますが、現時

点では、対象者の組織に重要な変更を行う予定はありません。 

また、ポロ・ラルフローレン社及び対象者は、オンワード樫山との間で、移行期間中のサービス契約を締結

することを予定しており、当該契約に従って、本公開買付けの成立後一定の期間、対象者に対する事業、流通、

人事その他関連する様々なサービスの提供につきオンワード樫山に報酬を支払います。 

 

本公開買付けが成立した場合、公開買付者は、ポロ・ラルフローレン社保有分と合わせて、対象者の発行

済株式総数（自己株式を除きます）の３分の２以上の株式を保有することになります。本公開買付けにより、公

開買付者がポロ・ラルフローレン社が保有する株式及び対象者の保有する自己株式を除いた全株式を取得で

きなかった場合には、ポロ・ラルフローレン社が対象者の事業の継続的安定性を確保し、上記の事業戦略を効

率的、機動的及び効果的に実施できるようにするために、公開買付者は、現時点において、自らを完全親会

社、対象者を完全子会社とする株式交換を行うことを予定しています（なお、当該株式交換により、ポロ・ラルフ

ローレン社の保有する対象者の株式は、完全親会社となる公開買付者の株式と交換されることとなり、対象者

は公開買付け者の 100％子会社となります）。その場合の株式交換比率については、本書提出日現在未定で

ありますが、当該株式交換によりポロ・ラルフローレン社に対しては完全親会社である公開買付者の株式（株式

交換比率によっては株式に加えて 1 株に満たない端数に相当する金銭）が交付される一方で、本公開買付け
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に応募されなかった、公開買付者及びポロ・ラルフローレン社以外の対象者の株主（当該株主から株式を承継

した者を含み、以下「残存株主」といいます。）に対し割当てられる完全親会社である公開買付者の株式の数

は１株に満たない端数となるような交換比率を決定する予定であります（以下かかる交換比率に基づく株式交

換を「本株式交換」といいます）。従って、本株式交換において、残存株主に対しては、法令の規定に従って、

公開買付者の株式に代えて、端数の合計数に相当する株式を売却することにより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金額については、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、残存株主が本公開買付けに応募したと仮定した場合における売却金額とは異なることもあり

えます。また、本株式交換に際して、残存株主は、法令の手続に従い、対象者に対して株式買取請求をするこ

ともできます。この場合の１株当たりの買取価格は、本公開買付けの買付価格とは異なることがありえます。本

公開買付け、本株式交換による金銭の交付及び本株式交換に係る株式買取請求による場合の税務上の取扱

いについては、各自の税務アドバイザーにご確認いただきますようにお願いいたします。なお、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

当社株式の保有状況等によっては、公開買付者は、本株式交換に代えて、それと同等の効果を有する別のス

キームを採用する可能性があります。但し、その場合でも、残存株主の皆様に対しては最終的に現金のみを交

付することとなるスキームを採用する予定でおります。 

また、本株式交換又はそれに代替するスキームにより、対象者が公開買付者の 100％子会社となった後に、ポ

ロ・ラルフローレン社は、対象者と、ポロ・ジャパンその他の日本における子会社とを統合する可能性がありま

す。 

 

（５） 上場廃止となる見込みがある旨及び上場廃止を目的とする理由 

公開買付者は、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、本公開買付けで買付ける株式数に上限は設定されておらず、本公開買付けの結果によっては、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る可能性がありま

す。また、本公開買付後に、本株式交換が行われる場合には、対象者株式は上場廃止となります。上場廃止

後は、対象者の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。なお、現時点において、公開買

付者は、公開買付者が発行する株券の上場申請を行わない予定です。 

 

2. 公開買付けの概要 

（１） 対象者の概要 ： 

① 商           号 株式会社インパクト二十一 

② 事 業 内 容 アパレル関連事業等 

③ 設 立 年 月 昭和 59 年２月 

④ 本  店  所  在  地 東京都中央区日本橋三丁目 10 番５号 

⑤ 代表者の役職氏名 取締役社長  榎本 忠夫 

⑥ 資 本 金 の 額 2,349 百万円（平成 18 年８月 31 日現在） 

⑦ 大株主及び持株比率 （平成 18 年８月 31 日現在） 

株主名         所有比率 

 株式会社オンワード樫山     26.5% 

 ポロ・ラルフローレン・コーポレーション    20.0% 

 ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー   5.1% 

 株式会社オンワードクリエイティブセンター    5.1% 

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）    4.5% 

⑧ 買付者と対象者の関係等 
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資本関係 : 該当事項はありません。 

人的関係 : 該当事項はありません。 

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 ： 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４月 17 日（火曜日）から平成 19 年５月 21 日（月曜日）までの 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（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。）第 27 条

の 10 第３項の規定により、対象者から公開買付期間の延長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５月 31

日（木曜日）までとなります。 

（３） 買付け等の価格 ： １株につき 2,600 円 

（４） 買付け等の価格の算定根拠等 ： 

①算定の基礎 

公開買付者の 100%親会社であるポロ・ラルフローレン社は、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、ポロ・ラルフローレン社のファイナンシャル・アドバイザーである Morgan 

Stanley & Co.（以下「モルガン・スタンレー」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評価を依頼しました。モルガン・スタンレーは、採用すべき評価方法についての

検討を行い、最終的に市場株価法、類似取引比較法（過去の発行者以外の者による株券等の公開

買付けの事例において、買付価格決定の際に付与されたプレミアムの事例に関する分析）及びディ

スカウンテッド・キャッシュフロー法（以下「DCF 法」といいます。）等による評価を実施しました。それぞ

れの手法において評価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とおりです。  

 

市場株価法： 1,808 円から 2,250 円 

類似取引比較法： 2,413 円から 2,647 円 

DCF 法： 1,893 円から 1,901 円 

 

公開買付者及びポロ・ラルフローレン社は、上記の評価結果を参考にしつつ、１株当たり株式価値

の範囲を当該評価結果の下限値 1,808 円から上限値 2,647 円の範囲内で検討することとし、対象者

との間で生み出されるシナジー効果、本公開買付けがポロ・ラルフローレン社の１株当たり利益に与

える影響、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、対象者に関する事業面、法務面、会計・税

務面に関するデュー・ディリジェンスの結果、本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、対

象者の筆頭株主であるオンワード樫山との協議・交渉の結果等も踏まえ、買付価格を 2,600 円と決定

いたしました。なお、本公開買付けにおける買付価格は平成 19 年４月 12 日の株式会社東京証券取

引所市場第一部における終値 2,190 円に対して約 18.7％（小数点以下第二位を四捨五入）のプレミ

アムを、平成 19年４月 12日までの過去３ヶ月間の株式会社東京証券取引所市場第一部における終

値の単純平均値2,140円（小数点以下を四捨五入）に対して約21.5％（小数点以下第二位を四捨五

入）のプレミアムを加えた額に相当しています。 

②算定の経緯 
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ポロ・ラルフローレン社はオンワード樫山と平成 18 年６月から公開買付けを通じてポロ・ラルフロー

レン社が対象者の経営権を取得する可能性についての協議・検討を重ねて参りました。平成 19 年１

月には、ポロ・ラルフローレン社、オンワード樫山及び対象者との間で、公開買付けの基本的な枠組

みの合意見通しが立ったことから、より具体的な検討に入りました。 

ポロ・ラルフローレン社は、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、平成

19 年 2 月下旬、ポロ・ラルフローレン社のファイナンシャル・アドバイザーであるモルガン・スタンレー

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評価を依頼しました。モルガン・ス

タンレーは、採用すべき評価方法についての検討を行い、最終的に市場株価法、類似取引比較

法（過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例において、買付価格決定の際に付

与されたプレミアムの事例に関する分析）及び DCF法等による評価を実施し、平成 19 年３
月 30日に対象者の株式価値の評価結果をポロ・ラルフローレン社に対して報告いたしました。
それぞれの手法において評価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とお

りです。 

市場株価法： 1,808 円から 2,250 円 

類似取引比較法： 2,413 円から 2,647 円 

DCF 法： 1,893 円から 1,901 円 

ポロ・ラルフローレン社では、対象者の事業・財務状況等について、事業面、法務面、会計・税務

面等から第三者の協力も得た上でデュー・ディリジェンスを通じた精査を行い、同時に、本公開買付

け後に発現が期待されるシナジー効果について慎重に検討を行いました。ポロ・ラルフローレン社は、

デュー・ディリジェンスの結果を踏まえ、またファイナンシャル・アドバイザーであるモルガン･スタンレ

ーの助言も得ながら市場株価法、類似取引比較法及び DCF 法等の各手法に基づく株式価値算定

を行うと共に、本公開買付けがポロ・ラルフローレン社の１株当たり利益に与える影響等を総合的に勘

案し、買付価格の検討を進めて参りました。更に、対象者の筆頭株主であるオンワード樫山による応

募の可能性を含む本公開買付けの見通しやオンワード樫山との協議・交渉の結果等も踏まえ、平成

19 年４月 12 日開催のポロ・ラルフローレン社取締役会において本公開買付けにおける買付価格を１

株当たり 2,600 円と決定し、かかる決定を受けて、平成19年４月 13日の公開買付者取締役会では、

本公開買付けにおける買付価格を１株当たり 2,600 円と決定いたしました。 

本公開買付けにあたり、ポロ・ラルフローレン社はオンワード樫山及び対象者との間で平成 19 年４

月 13 日付で本公開買付契約を締結しており、同契約に基づき、オンワード樫山は、その所有する対

象者株式の全てについて本公開買付けに応募すること、及びオンワードグループ会社をして、それ

ぞれが所有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募させることの同意をオンワード樫山

から得ております。対象者の取締役会は、平成 19 年４月 13 日付けで対象者とは独立した第三者算

定機関である PwC アドバイザリーより、対象者の株式につき本公開買付けが実施された場合の買付

価格の妥当性を検討する際の参考資料として対象者の株式価値に関する「株式価値算定書」を取得

しています。また、対象者は、そのリーガル・アドバイザーである阿部・井窪・片山法律事務所より法律

意見書を取得しています。対象者の取締役会は、PwC アドバイザリーによる報告書やリーガル・アド

バイザーによる法律意見書を参考資料として、本公開買付けの内容その他の関連する事情を総合的

に考慮し、買付価格を含む本公開買付けの買付条件は妥当であり、本公開買付けは対象者の企業

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、平成 19 年４月 13 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。但

し、対象者の取締役のうち、ポロ・ラルフローレン社のバイスプレジデントであるシェリー・リン・ジェッタ

ー氏については、ポロ・ラルフローレン社から対象者の取締役会に派遣されている者であることに伴う
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利益相反の問題が存しうるため、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の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同する旨の意見を述べています。 

 

③算定機関との関係 

財務諸表等規則第８条第 16 項に定める関連当事者には該当いたしません。 

（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 9,235,800 株 - 

新株予約権証券 - - 

新株予約件付社債券 - - 

株券等預託証券（   ） - - 

合計 9,235,800 株 - 

（注１） 本公開買付けに応じて売付け等をした株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買

付予定数（9,235,800 株）に満たないときは、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（9,235,800 株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行

います。 

（注２） 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３） 「株式に換算した買付予定数」（以下「買付予定数」といいます。）は、平成 19 年２月期決算短

信（連結）（公表日：平成 19 年４月 13 日）に記載された平成 19 年２月 28 日現在の発行済株

式総数（19,780,400 株）から同日現在の対象者の自己株式数（6,222 株）を控除した株式数

（19,774,178株）に３分の２を乗じた株式数（約13,182,785株）から、公開買付者の完全親会社

であるポロ・ラルフローレン社が現在保有する株式数（3,947,000 株）を控除した株式数

（9,235,785 株）の単元未満に係る数を切上げた株式数（9,235,800 株）です。 

（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（単元未満株式が公開買付代理人又は復代理人（下記「（８）決済

の方法」においてそれぞれ記載されるものをいいます。）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） 平成 19 年２月期決算短信（連結）（公表日：平成 19 年４月 13 日）に記載された数値を基準と

すると、本公開買付けにより公開買付者が取得する株券等の数の最大の数は、平成19年２月

28日現在の発行済株式総数（19,780,400株）から、本公開買付けにおいて取得する予定のな

い公開買付者の完全親会社であるポロ・ラルフローレン社が現在保有する対象者株式数

（3,947,000株）及び平成19年２月28日現在の対象者の自己株式数（6,222株）を控除した株

式数（15,827,178 株）です。 

（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 
-個

（買付け等前における株券等 

所有割合  -%） 

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 
120,571 個

（買付け等前における株券等 

所有割合  60.97%） 

買付予定の株券等に係る 

議決権の数 
92,358 個

（買付け等後における株券等 

所有割合  66.67%） 
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対象者の総株主の議決権の数 197,470 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（9,235,800

株）に係る議決権の数を記載しております。 

（注２） 「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」は、各特別関係者が所

有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。但し、特別関係者のうち、ポロ・ラ

ルフローレン社以外の者については、その所有株券等について本公開買付けの対象としてい

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、本日現在における特別

関係者の所有株券等に係る議決権の数（120,571 個）のうち、ポロ・ラルフローレン社以外の者

の所有株券等に係る議決権の数（81,101 個）は、分子に加算されておりません。 

（注３） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成18年 11月 27日に提出した第24期中半

期報告書に記載された平成 18 年８月 31 日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を

100 株として記載されたもの）です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても

対象としていますので、「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」においては、対象者の平成19年２月期決算短信（連結）（公表日：平成19年４

月 13 日）に記載された平成 19 年２月 28 日現在の発行済株式総数（19,780,400 株）から同日

現在の対象者の自己株式数（6,222 株）を控除した 19,774,178 株に係る議決権の数（197,741

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「買付け等後における株券等所有割合」は、小

数点以下第三位を四捨五入しています。 

（注５） 公開買付者は、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、買付け等後における株券等 所有割合は最大で 100.00％となる可能性

があります。 

 

（７） 買付代金 ： 24,013,080,000 円 

  （注）買付価格で買付予定株式数 9,235,800 株を買付けた場合の見積額です。 

（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 

（公開買付代理人） 

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 

（復代理人）   

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 

②決済の開始日 

平成 19 年５月 29 日（火曜日） 

（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には平成 19 年６月８ 

日（金曜日） 

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。 

（９） その他買付け等の条件及び方法 
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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（9,235,800 株）に満たないときは、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（9,235,800 株）以上の場合は、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（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号イないしリ及びヲないしソ、第２号、第３号イないしチ及び第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を行い、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、株式の分割その他の令第 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項に定める基準に従い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、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。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の 16 時までに応募受付けをした公開買付

代理人（復代理人にて応募受付をした場合には復代理人）の各本店又は全国各支店に解除書面

（公開買付応募申込受付票及び公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面）を交付又は送付

して下さい。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の 16 時までに到達することを条

件とします。 

なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を応募株主等に請

求することはありません。また、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。解

除を申し出られた場合には、応募株券等は手続終了後速やかに返還します。 

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、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。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
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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 

公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に令第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４月 17 日（火曜日） 

（11） 公開買付代理人 

大和証券エスエムビーシー株式会社 

大和証券株式会社（復代理人） 

 

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 

 

① 平成19年４月13日開催の対象者の取締役会において、本公開買付けに賛同することが出席取

締役の全員一致で決議されております。 

② 対象者は本公開買付契約において、ポロ・ラルフローレン社、公開買付者及びオンワード樫山と

の間で大要以下の事項を合意しております。 

(i) 本公開買付けへの応募 

オンワード樫山は、自らの所有する対象者の株式の全てについて本公開買付けに応募すると

ともに、オンワードグループ会社をして、それぞれが所有する対象者の株式の全てについて本

公開買付けに応募させること。 

(ii) 対象者の定時株主総会 

対象者の 2007 年度定時株主総会において以下の議案を含む議案を上程すること。 

(a) ポロ・ラルフローレン社が指名する３名の者を、対象者の取締役に選任する。但し当該選任

は、公開買付者が本公開買付けにつき、応募株券等の総数が買付予定数を上回っており

かつ公開買付者が応募株券等の全部の買い付けを行う旨記載した公開買付報告書を、公

開買付者が関東財務局に提出した日に効力を生ずるものとする。 

(b) 対象者の現任取締役中ポロ・ラルフローレン社の指名する３名の者を 2007 年度定時総会

の終結をもって対象者の取締役に選任する。 

(c) ポロ・ラルフローレン社が指名する２名の者を、2007 年度定時総会の終結をもって対象者

の監査役に選任する。 

(d) 対象者の定款第 17 条に定める取締役の数の上限を撤廃する。 

(e) 平成 19 年２月末日の対象者の株主に対する配当は１株当たり 30 円とする。 

(iii) 議決権行使 

対象者の 2007 年度定時株主総会において、オンワード樫山は、自らが有する全ての対象者

株式に関する議決権を、ポロ・ラルフローレン社の指示に従って行使し、かつオンワードグル

ープ会社をして各社が有する全ての対象者株式に関する議決権をポロ・ラルフローレン社の

指示に従って行使させること。 

ポロ・ラルフローレン社が要請する場合は、オンワード樫山は、自らが有する上記議決権をポ

ロ・ラルフローレン社の裁量に従って行使できる権限をポロ・ラルフローレン社に付与する委任

状を作成の上、同社に交付するものとし、かつオンワードグループ会社をして、各社が有する
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上記各議決権をポロ・ラルフローレン社の裁量に従って行使する権限をポロ・ラルフローレン社

に付与する委任状を作成のうえ、ポロ・ラルフローレン社に交付させること。 

(iv) 対象者は、ポロ・ラルフローレン社が指名する上記②(ii)(a)記載の取締役候補者が対象者の取

締役に就任するまでの間、剰余金の分配、定款変更、資産の譲渡（通常業務の範囲内のもの

であって対象者に重要な影響を与える虞れが合理的に存在しないものは除く）、対象者の財

務、資産、事業、キャッシュフロー等に重大な悪影響を及ぼしうる通常業務の範囲外の取引等、

一定の事項についてはポロ・ラルフローレン社の同意なくこれを行わないこと。 

(v) 対象者は一定期間は、対象者の資産の譲渡その他の処分等、対象者に関する組織再編行為

等に関する提案等を勧誘してはならず、かつこれらに関する交渉、協議、承認等を行わないこ

と。 

 

（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４月 13 日に、株式会社東京証券取引所において「平成 19 年２月期 決算短信

（連結）」を公表しております。当該公表に基づく、同期の対象者の損益状況等は以下のとおりです。

なお、当該内容につきましては、法第 193 条の２の規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。

また、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、当社はその正

確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際かかる検証を行っておりません。 

【損益の状況】 

決算年月 平成 19 年２月期（第 24 期） 

売上高 30,695 百万円 

売上原価 18,879 百万円 

販売費及び一般管理費 7,919 百万円 

営業外収益 45 百万円 

営業外費用 ―  百万円 

当期純利益 2,279 百万円 

【１株当たりの状況】 
 

決算年月 平成 19 年２月期（第 24 期） 

１株当たり当期純利益損益 115円26銭 

１株当たり配当額 60円（中間30円、期末30円） 

１株当たり純資産額 1,540円59銭 

以 上 
 

18


