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株式会社ローソンチケットに対する公開買付けの開始及び 

楽天株式会社との資本提携解消に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年 5 月 11 日開催の取締役会において、株式会社ローソンチケット（コード番号 2416 ジ

ャスダック証券取引所、以下「対象者」といいます。）の株式を公開買付け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．買付け等の目的および資本提携解消の内容 

 １）概要 

  当社は、コンビニエンスストア「ローソン」のチェーン本部としてフランチャイズシステム及び直営

店の運営を主たる事業とする会社です。 

  当社は、平成 19 年 5 月 11 日現在、対象者の発行済株式総数の約 50.8%を所有し、対象者を連結子会

社としております。 

  当社は、以下に説明するとおり、対象者の発行済株式のうち、楽天株式会社（以下、「楽天」といいま

す。）の所有する対象者株式（以下、「楽天所有株式」といいます。）9,800 株（対象者の発行済株式総数

に対する所有株式の割合（以下、「株式所有割合」といいます。）約 17.8%）に係る株券を買付けること

を主たる目的として、本公開買付けを実施いたします。 

  かかる本公開買付けについて、楽天からは、全ての楽天所有株式に係る株券をこれに応募することに

ご同意いただいております。 

  なお、当社は、楽天所有株式に係る株券の買付けの後における当社の所有に係る株券等の株券等所有

割合が 3分の 2以上となるため、証券取引法（以下、「法」といいます。）27 条の２以下に定められた法

令上の要求に基づき、本公開買付けを実施するものであり、また、本公開買付けにあたっては、法 27 条

の 13 第４項及び証券取引法施行令（以下、「令」といいます。）14 条の２の２に定められた法令上の要

求に基づき、買付予定の株券等の数の上限を定めておりませんので、応募株券等の全部の買付けを行い

ます。 



  しかしながら、本公開買付けにおける株券の買付価格その他の条件は、以下に説明するとおり、当社

が楽天所有株式 9,800 株（株式所有割合約 17.8%）に係る株券を買付けることを主たる目的として、楽

天との間の契約の定めに従って決定されたものであって、必ずしも対象者に係る公正な企業価値を反映

したものではない可能性があります。対象者からは、当社による本公開買付けについてはご賛同いただ

いておりますが、本公開買付けにおける株券の買付価格については、上記のとおり、当社と楽天との間

の契約に基づき決定されたものであって、必ずしも対象者に係る公正な企業価値を反映したものではな

い可能性があることから、これに応募するか否かについては、対象者株主の皆様の判断に委ねる旨の意

見表明がなされております。 

  また、当社は、以下に説明するとおり、平成 19 年 5 月 11 日現在においては、本公開買付けの後に対

象者株式に係る株券を直ちに上場廃止とすることを特に予定しておりませんが、本公開買付けにあたっ

ては、買付予定の株券等の数の上限が設けられておらず、応募株券等の全部の買付けが行われるため、

本公開買付けの結果次第では、対象者株式に係る株券は上場廃止となる可能性があること、また、本公

開買付けの後において、当社が対象者株式に係る株券を上場廃止とすることを決定する可能性もあるこ

とにご留意ください。 

 

 ２）本公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程 

  当社は、対象者と楽天との間で平成 16 年１月５日付け業務提携契約（以下、「本業務提携契約」とい

います。）が締結されたことに伴い、楽天との間で同日付けで資本提携契約（以下、「本資本提携契約」

といいます。）を締結しました。本資本提携契約上、当社は、本業務提携契約及び本資本提携契約の終了

などの一定の事由が発生した場合には、当該事由が発生した日から２ヶ月以内に買取権の行使を通知す

ることを条件に、楽天所有株式（9,800 株）の全部または一部を買い取る権利を有しております。 

  当社は、このたび、本業務提携契約が平成 19 年３月 13 日付けにて解消されたことに伴い、本資本提

携契約も、同契約の定めに従い、解消するに至りました。 

  その上で、当社は、平成 19 年５月 11 日開催の取締役会において、楽天との協議の結果及び下記 3)で

説明する当該買取権の行使価格に関する本資本提携契約上の定めを踏まえつつ、以下の理由により、本

資本提携契約上の買取権を行使して、楽天所有株式の取得を行うことを決定し、同日、楽天に対して楽

天所有株式（9,800 株）の全てを買い取る旨の通知を行い、同買取権を行使いたしました。 

  すなわち、当社は、前述のとおり、コンビニエンスストア「ローソン」のチェーン本部としてフラン

チャイズシステム及び直営店の運営を、その主たる事業として行っておりますが、当社は、競争の激化

するコンビニエンスストア業界を勝ち抜くためには、お客様層の拡大に向けた諸施策が必要であると考

えてこれに積極的に取り組んでおります。また、対象者は、コンサート・スポーツ・演劇・映画及びレ

ジャーなど様々なジャンルのエンタテイメントに関するチケット販売事業及びそれに付随した事業を営

んでおります。そして、対象者は、主にローソン店舗内のマルチメディア端末「Loppi」を通じてチケッ

ト販売を行っており、当社を中核とする企業グループ（以下、「ローソングループ」といいます。）内に

おける戦略子会社として重要な役割を果たしております。 

  そこで、当社は、対象者との連携を一層強化し、ローソングループにおけるエンタテイメントビジネ

スの更なる強化を図るべく、本資本提携契約上の買取権を行使して、楽天所有株式の取得を行うことと

した次第であります。 



  そして、当社は、楽天所有株式に係る株券（9,800 株）の全てを買い取るにあたっては、その後にお

ける当社の所有に係る株券等の株券等所有割合が 3分の 2以上となるため、法 27 条の２以下に定められ

た法令上の要求に基づき、公開買付けの方法によることが必要であることから、同取締役会において、

本公開買付けを実施することを併せて決定しました。 

  当社としましては、対象者を単なるチケット販売事業ではなく、エンタテイメント物販を含めた対象

者の「Loppi」コンテンツ拡充により、お客様層の拡大に資するローソングループのエンタテイメント戦

略子会社として、従来以上に育成・強化していく所存であります。 

 

 ３）本公開買付けの株券の買付価格の算定の経緯 

  本公開買付けにおける株券の１株あたりの買付価格（金 140,000 円）は、本資本提携契約の定めに従

って決定されたものであります。すなわち、本資本提携契約においては、当社の買取権の行使価格につ

いて、原則として当社と楽天の間の協議によりこれを決定すると規定されておりますが、かかる協議が

30 日を経過しても成立しない場合には、これを買取権発生事由が生じた日における市場終値とする旨規

定されております。そして、当社と楽天との間の当該協議は 30 日を経過しても成立しなかったため、当

該行使価格は、本資本提携契約の定めに従って、買取権発生事由が生じた日（本業務提携契約及び本資

本提携契約の終了日）たる平成 19 年 3 月 13 日における市場終値の 140,000 円とされ、本公開買付けに

おける株券の買付価格は、かかる行使価格に合わせて決定されたものであります。かかる買付価格（金

140,000 円）は、平成 19 年５月 10 日までの過去６ヶ月間のジャスダック証券取引所における対象者普

通株式の売買価格の終値の単純平均値 142,805 円（小数点以下四捨五入）の 98.04％、また、平成 19 年

5月 10 日のジャスダック証券取引所における対象者普通株式の売買価格の終値の 108.53％であります。 

  以上からも明らかなとおり、本公開買付けにおける株券の買付価格（金 140,000 円）は、当社が楽天

所有株式 9,800 株（株式所有割合約 17.8%）に係る株券を買付けることを主たる目的として、楽天との

間の契約の定めに従って決定されたものであって、必ずしも対象者に係る公正な企業価値を反映したも

のではない可能性があることに予めご留意ください。 

  なお、当社は、本公開買付けにおいて、買付予定の株券等の数の上限を定めておらず、応募株券等の

全部の買付けを行いますが、これは、楽天所有株式に係る株券の買付けの後における当社の所有に係る

株券等の株券等所有割合が 3分の 2以上となるため、法 27 条の 13 第４項及び令 14 条の２の２に定めら

れた法令上の要求に基づき、買付予定の株券等の数の上限を定めていないことによるものであり、前記

のとおり、本公開買付けの主たる目的は、楽天所有株式 9,800 株（株式所有割合約 17.8%）に係る株券

を買付ける点にあることにご留意ください。 

 

 ４）本公開買付けに関する合意等 

  本公開買付けについては、楽天からは、全ての楽天所有株式（9,800 株）に係る株券をこれに応募   

することにご同意いただいております。 

  また、対象者からは、当社による本公開買付けについてはご賛同いただいておりますが、本公開買付

けにおける株券の買付価格については、当社と楽天との間の本資本提携契約に基づき決定されたもので

あって、必ずしも対象者に係る公正な企業価値を反映したものではない可能性があることから、これに

応募するか否かについては、対象者株主の皆様の判断に委ねる旨の意見表明がなされております。その



詳細は、対象者から提出される予定の意見表明報告書をご参照ください。当該意見表明に係る取締役会

の決議にあたって、対象者取締役会は第三者算定機関が作成した対象者の株式評価を参考にしており、

また当社の役職員を兼務している新浪剛氏及び平厚氏は特別利害関係人として、かかる決議には参加し

ておりません。なお、楽天の代表取締役社長兼会長である三木谷浩史氏は、従前、対象者の社外取締役

に就任しておりましたが、平成 19 年 3月 7日付けで同職を辞任されております。 

 

 ５）本公開買付け後の見通し 

  対象者は、平成 19 年 5 月 11 日現在、ジャスダック証券取引所に上場しておりますところ、本公開買

付けにおいては買付予定の株券等の数の上限が設けられておらず、応募株券等の全部の買付けが行われ

るため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式に係る株券は、ジャスダック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。仮に上場廃止となった場合には、

対象者株式をジャスダック証券取引所において取引することができなくなり、当該株式を将来売却する

ことが困難になると予想されます。 

  このような上場廃止の可能性は否定しきれないものの、当社は、平成 19 年 5月 11 日現在においては、

本公開買付けの後に、対象者の株券等の更なる取得を行なうことや対象者株式に係る株券を直ちに上場

廃止とすることを特に予定してはおりません。 

  なお、当社は、本公開買付けにおいて、買付予定の株券等の数の上限を定めておらず、応募株券等の

全部の買付けを行いますが、これは、前記のとおり、楽天所有株式に係る株券の買付けの後における当

社の所有に係る株券等の株券等所有割合が 3分の 2以上となるため、法 27 条の 13 第４項及び令 14 条の

２の２に定められた法令上の要求に基づき、買付予定の株券等の数の上限を定めていないことによるも

のであり、平成 19 年 5 月 11 日現在においては、本公開買付けなどによって、対象者株式に係る株券を

直ちに上場廃止とすることを特に予定しているわけではないことに予めご留意ください。 

  もっとも、仮に対象者株式に係る株券の上場廃止を回避することが困難であると当社が認めた場合、

又は本公開買付けの後において対象者株式に係る株券の上場廃止を実施することがローソングループの

経営政策上望ましいものと当社が認めた場合には、当社は、当社を完全親会社とし、対象者を完全子会

社とする株式交換などの諸策を講じる可能性があります。その場合には、対象者のその時点における他

の株主に対して、対象者株式と引き換えに、その対価として当社株式、金銭その他財産を交付すること

となります。なお、当社は、当該諸策を講じるにあたって、会社法 784 条１項に定める略式組織再編の

制度を活用する可能性があり、その場合には、対象者における株主総会の決議を要せずに、当該諸策が

実行されることになります。当該諸策を講じるか否かについても、また、当該諸策を講じる場合に対象

者のその時点における他の株主に対して交付される対価としての当社株式、金銭その他財産の内容につ

いても、当社は、平成 19 年 5 月 11 日提出日現在においては、特に何の予定も有しているわけではあり

ませんが、仮に、当該諸策を講じる場合、それによって対象者のその時点における他の株主に対して交

付される対価としての当社株式、金銭その他財産の価値は、本公開買付けの買付価格とは異なり、これ

を上回る、同等である又は下回る可能性があります。これは、前述のとおり、本公開買付けの買付価格

が、その算定の経緯からも明らかなように、必ずしも対象者に係る公正な企業価値を反映したものでは

ない可能性があることによります。なお、当該諸策を講じることによって対象者のその時点における他

の株主に対して交付される対価としての当社株式、金銭その他財産の価値は、一般的には、主として、



その時点における対象者の財務状況・業績動向・株価動向などを考慮して決定されることになると思わ

れます。また、当該諸策の実行に際しては、対象者株主が、法令の手続に従い、対象者に対して株式買

取請求を行使できる場合も考えられます。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

格又は当該諸策において対象者株主の有する対象者株式１株につき交付される対価としての当社株式、

金銭その他財産の価値とは異なることがあります。 

  本公開買付け、当該諸策の実行によって交付される対価としての当社株式、金銭その他財産の受領、

又は当該諸策の実行に係る株式買取請求による買取りなどの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、お願いいたします。 

 

２．買付け等の概要 

 １）対象者の概要 

   ①商 号  株式会社ローソンチケット 

   ②事 業 内 容  ローソン店舗に設置されている、マルチメディア端末「Loppi」を通じたチケ

ットの販売。そのチケットに関連したグッズの販売 

   ③設 立 年 月 日  1992 年 7 月 23 日（1996 年 11 月 1 日に現商号へ変更） 

   ④本 店 所 在 地  東京都渋谷区神南一丁目 19 番 4号 

   ⑤代表者の役職・氏名  代表取締役社長 野林 定行 

   ⑥資 本 金  2,892,575 千円 

   ⑦発行済株式総数  55,000 株 

   ⑧大株主及び持株比率（2006 年 8 月 31 日現在） 

             株式会社ローソン                    50.76% 

             楽天株式会社                      17.81% 

             三菱商事株式会社                     4.18% 

             アールービーシーデクシアインベスターサービシーズ 

             トラストロンドンクライアントアカウント 

             （常任代理人 スタンダードチャータード銀行）        3.09% 

             ユービーエスエイジーロンドンアジアエクイティーズ 

             （常任代理人 ＵＢＳ証券会社）              1.62% 

             株式会社ジー・アイ・ピー                 1.45% 

             株式会社ディスクガレージ                 1.45% 

             株式会社ビックイヤーアンツ                1.20% 

             株式会社ウエス                      0.90% 

             大日本印刷株式会社                    0.85% 

    ※上記は対象者の平成 18 年 11 月 10 日提出の半期報告書より引用しています。 

   ⑨買付者と対象者の関係等   

資本関係：当社は対象者の発行済株式総数の約 50.8%の株式（27,920 株）を

直接保有しています。 

             人的関係：当社から対象者に対して取締役 2 名、監査役 2 名を派遣しており



ます。 

             取引関係：当社は、対象者より、チケット販売事業において、チケットの発

券及び代金精算に関する業務を受託しており、その取引金額は

3,283,290 千円（平成 19 年 2 月期）でございます。 

             関連当事者への該当状況：対象者は当社の連結子会社であります。 

              

２）買付け等を行う株券等の種類 

   普通株式 

 

３）買付け等の期間 

   ①届出当初の買付け等の期間 

2007 年 5 月 14 日（月曜日）から 2007 年 6 月 12 日（火曜日）まで（22 営業日） 

   ②対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 

    法第 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

6月 22 日（金曜日）までとなります。 

 

４）買付け等の価格 

   1 株につき 140,000 円 

 

５）買付け等の価格の算定根拠等 

  ①算定の基礎 

    本公開買付けにおける株券の買付価格（金 140,000 円）は、本資本提携契約の定めに従って決定 

されたものであります。 

すなわち、当社は、対象者と楽天との間で平成 16 年１月５日付けで本業務提携契約が締結された

ことに伴い、楽天との間で同日付けで本資本提携契約を締結しました。本資本提携契約上、当社は、

本業務提携契約及び本資本提携契約の終了などの一定の事由が発生した場合には、当該事由が発生

した日から２ヶ月以内に買取権を行使する旨を通知することを条件に、楽天所有株式（9,800 株）

の全部または一部を買い取る権利を有しております。そして、本資本提携契約においては、当社の

買取権の行使価格について、原則として当社と楽天の間の協議によりこれを決定すると規定されて

おりますが、かかる協議が 30 日を経過しても成立しない場合には、これを買取権発生事由が生じた

日における市場終値とする旨規定されております。 

当社は、このたび、本業務提携契約が平成 19 年３月 13 日付けにて解消されたことに伴い、本資

本提携契約も、同契約の定めに従い、解消するに至りました。また、当社と楽天との間の買取権の

行使価格に関する協議は 30 日を経過しても成立しなかったため、当該行使価格は、本資本提携契約

の定めに従って、買取権発生事由が生じた日（本業務提携契約及び本資本提携契約の終了日）たる

平成 19 年 3月 13 日における市場終値の 140,000 円とされております。 

上記の事情を踏まえて、当社は、平成 19 年 5 月 11 日開催の取締役会において、本資本提携契約



上の買取権を行使して、楽天所有株式の取得を行うことを決定し、同日、楽天に対して楽天所有株

式（9,800 株）の全てを買い取る旨の通知を行い、同買取権を行使いたしました。 

そして、当社が楽天所有株式に係る株券（9,800 株）の全てを買い取るにあたっては、その後に

おける当社の所有に係る株券等の株券等所有割合が 3 分の 2以上となるため、法 27 条の２以下に定

められた法令上の要求に基づき、公開買付けの方法によることが必要であることから、同取締役会

において、本公開買付を実施することを併せて決定しました。このように、本公開買付けは、当該

買取権の行使に関連して、当社が楽天所有株式 9,800 株（株式所有割合約 17.8%）に係る株券を買

付けることを主たる目的として実施されるものであるため、当社は、同日付け取締役会において、

本公開買付けにおける株券の買付価格を買取権の行使価格である 140,000 円とする旨を決定した次

第であります。 

本公開買付けにおける株券の買付け価格（金 140,000 円）は、平成 19 年５月 10 日までの過去６

ヶ月間のジャスダック証券取引所における対象者普通株式の売買価格の終値の単純平均値 142,805

円（小数点以下四捨五入）の 98.04％、また、平成 19 年 5 月 10 日のジャスダック証券取引所にお

ける対象者普通株式の売買価格の終値の 108.53％であります。 

以上の説明からも明らかなとおり、本公開買付けにおける株券の買付価格（金 140,000 円）は、 

当社が楽天所有株式 9,800 株（株券所有割合約 17.8%）に係る株券を買付けることを主たる目的とし

て、楽天との間の契約の定めに従って決定されたものであって、必ずしも対象者に係る公正な企業価

値を反映したものではない可能性があることに予めご留意ください。 

 ②算定の経緯 

    本公開買付けにおける株券の買付価格（金 140,000 円）は、本資本提携契約の定めに従って決定

されたものであります。 

すなわち、当社は、対象者と楽天との間で平成 16 年１月５日付けで本業務提携契約が締結された

ことに伴い、楽天との間で同日付けで本資本提携契約を締結しました。本資本提携契約上、当社は、

本業務提携契約及び本資本提携契約の終了などの一定の事由が発生した場合には、当該事由が発生

した日から２ヶ月以内に買取権を行使する旨を通知することを条件に、楽天所有株式（9,800 株）

の全部または一部を買い取る権利を有しております。そして、本資本提携契約においては、当社の

買取権の行使価格について、原則として当社と楽天の間の協議によりこれを決定すると規定されて

おりますが、かかる協議が 30 日を経過しても成立しない場合には、これを買取権発生事由が生じた

日における市場終値とする旨規定されております。 

当社は、このたび、本業務提携契約が平成 19 年３月 13 日付けにて解消されたことに伴い、本資

本提携契約も、同契約の定めに従い、解消するに至りました。また、当社と楽天との間の買取権の

行使価格に関する協議は 30 日を経過しても成立しなかったため、当該行使価格は、本資本提携契約

の定めに従って、買取権発生事由が生じた日（本業務提携契約及び本資本提携契約の終了日）たる

平成 19 年 3月 13 日における市場終値の 140,000 円とされております。 

上記の事情を踏まえて、当社は、平成 19 年 5 月 11 日開催の取締役会において、本資本提携契約

上の買取権を行使して、楽天所有株式の取得を行うことを決定し、同日、楽天に対して楽天所有株

式（9,800 株）の全てを買い取る旨の通知を行い、同買取権を行使いたしました。 

そして、当社が楽天所有株式に係る株券（9,800 株）の全てを買い取るにあたっては、その後に



おける当社の所有に係る株券等の株券等所有割合が 3 分の 2以上となるため、法 27 条の２以下に定

められた法令上の要求に基づき、公開買付けの方法によることが必要であることから、同取締役会

において、本公開買付を実施することを併せて決定しました。このように、本公開買付けは、当該

買取権の行使に関連して、当社が楽天所有株式 9,800 株（株式所有割合約 17.8%）に係る株券を買

付けることを主たる目的として実施されるものであるため、当社は、同日付け取締役会において、

本公開買付けにおける株券の買付価格を買取権の行使価格である 140,000 円とする旨を決定した次

第であります。 

対象者からは、当社による本公開買付けについてはご賛同いただいておりますが、本公開買付け

における株券の買付価格については、当社と楽天との間の本資本提携契約に基づき決定されたもの

であって、必ずしも対象者に係る公正な企業価値を反映したものではない可能性があることから、

これに応募するか否かについては、対象者株主の皆様の判断に委ねる旨の意見表明がなされており

ます。その詳細は、対象者から提出される予定の意見表明報告書をご参照ください。当該意見表明

に係る取締役会の決議にあたって、対象者取締役会は第三者算定機関が作成した対象者の株式評価

を参考にしており、また当社の役職員を兼務している新浪剛氏及び平厚氏は特別利害関係人として、

かかる決議には参加しておりません。なお、楽天の代表取締役社長兼会長である三木谷浩史氏は、

従前、対象者の社外取締役に就任しておりましたが、平成 19 年 3月 7日付けで同職を辞任されてお

ります。  

 ③算定機関との関係 

当社は、本公開買付けにおける株券の買付け価格の算定にあたって、算定機関の意見を聴取し

ておりません。 

なお、対象者は、本公開買付けに対する意見表明を行うにあたって、上記②のとおり、算定機

関の意見を聴取しておりますが、当該算定機関は、当社及び対象者の関連当事者（連結財務諸表

等規則第 2条第 7号及び財務諸表等規則第 8条第 16 項参照）に該当いたしません。 

 

６）買付予定の株券等の数 

   ①買付予定数：9,800 株 

②超過予定数：該当なし 

   注 1：応募株券等の総数が買付予定数（9,800 株、以下「買付予定数」といいます）に満たない場合

は、応募株券等の全部買付を行いません。応募株券等の総数が買付予定数（9,800 株）以上の

場合は、法 27 条の 13 第 4項及び令 14 条の 2の 2に定められた法令上の要求に基づき、応募株

券等の全部買付けを行います。  

   注 2：本公開買付けにより公開買付者が取得する株券等の最大の数は 27,080 株となります。これは、

対象者が平成 18 年 11 月 10 日に提出した半期報告書に記載された、平成 18 年 8月 31 日現在の

発行株式数 55,000 株から公開買付者の所有する株式 27,920 株を控除した株式数です。 

 

７）買付け等による株券等所有割合の異動 

  ①買付け等前（平成 19 年 5月 14 日（月曜日）（公告日）現在）における当社の所有株券等に 

係る議決権の数及び株券等所有割合 



27,920 個（株券等所有割合：50.76%） 

   ②買付け等前における当社の特別関係者の所有株券等に係る議決権の数及び株券等所有割合 

    2,787 個（株券等所有割合：5.07%） 

   ③買付予定の株券等に係る議決権の数 

    9,800 個 

   ④買付け等後における株券等所有割合 

    73.65% 

   ⑤対象者の総株主の議決権の数 

    55,000 個 

   注 1：「③買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付における株式に換算した買付予定数

9,800 株に係る議決権の数です。但し、応募株券等の総数が買付予定数以上の場合には、法

27 条の 13 第 4 項及び令 14 条の 2の 2に定められた法令上の要求に基づき、応募株券等の全

部買付けを行いますので、その場合の議決権の数は最大で 27,080 個となります。 

   注 2：「②買付け等前における当社の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合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等も

本公開買付けの対象としておりますが、「④買付け等後における株券所有割合」の計算におい

ては、特別関係者の所有株券等が本公開買付けに応募されなかった場合を前提としておりま

す。    

注 3：「⑤対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成 18 年 11 月 10 日に提出した半期報告書

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です。 

   注 4：「①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及び株券等所有割合」及び「②買

付け前等における当社の特別関係者の所有株券等に係る議決権の数及び株券等所有割合」に

記載されてい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。 

   注 5：当社は、応募株券等の総数が買付予定数以上の場合には、応募株券等の全部買付等を行いま

すので、「買付け等後における株券等所有割合」が最大で 100%となる可能性があります。 

 

 ８）買付代金 

   1,372,000,000 円（予定） 

   注：買付代金は、買付予定の株券等の数（9,800 株）に 1株当たりの買付価格を乗じた金額を記載 

しています。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買付け等を行い 

ますので、対象者の平成 18 年 8月 31 日現在発行済株式の総数（55,000 株）から公開買付者 

が保有する株式数（27,920株）を除いた27,080株全て買付けた場合の買付代金は3,791,200,000

円になります。 

 

 ９）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 

    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 



    なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために下記の復代理人を選任しておりま 

す。 

    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 6 月 19 日（火曜日） 

    注：法第 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 

なされた意見表明報告書が提出された場合、決済の開始日は平成 19 年 6月 29 日（金曜日） 

となります。 

   ③決済の方法 

    公開買付期間終了後延滞なく、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（外国人株主の場合に 

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 

    応募株主等が下記「10）その他買付け等の条件及び方法」の「④応募株主等の契約の解除権につ

いての事項」の記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除をした場合、下記「10）その他

買付け等の条件及び方法」の「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」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

き株券等を買い付けないこととなった場合には、公開買付代理人及び復代理人は、返還すること

が必要な株券等を、決済の開始日（公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日）以降

遅滞なく、下記の方法により返還します。 

イ．応募に際し公開買付代理人又は復代理人に対して株券等が提出された場合は、買い付けら 

れなかった株券等を応募株主等へ交付又は応募株主等の住所（外国人株主の場合はその常 

任代理人の住所）へ郵送します。 

ロ．公開買付代理人若しくは復代理人（又は公開買付代理人若しくは復代理人を通じて機構） 

により保管されている株券について応募が行われた場合は、買い付けられなかった株券を 

応募が行われた時の保管の状態に戻します。 

 

１０）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（9,800 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３号イ乃至チ並びに同条第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。 

 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。 

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、公開買付期間の末日までに、下記に指定する者に「公開買付応募

申込の受付票」（交付されている場合）を添付のうえ、本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書

面が公開買付期間の末日までに、下記に指定する者に到達することを条件とします。 

解除書面を受領する権限を有する者 

 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 

 （その他の日興コーディアル証券株式会社国内各営業店） 

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。 

⑧その他 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、

また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミリ、電子メール、イ

ンターネット通信、テレックス、電話を含むが、これらに限られない。）を利用して行われるもので

はなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、

若しくは上記施設を通じて、又は米国から、本公開買付けに応募することはできません。 

また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて又は米国内か

ら、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うこと

はできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。 

本公開買付けに応募する方はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されます。 

応募者が応募の時点及び応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、

応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類を、米国内において、若

しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しく

は応募申込書の署名ないし交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しく

は国際通商の方法・手段（ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス、電話を

含むが、これらに限られない。）又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び、他の者

の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと（当該他の者が買付

けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除く。）。 

 

１１）公開買付開始公示日 

   2007 年 5 月 14 日（月曜日） 

   注：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 http://info.edinet.go.jp/EditHtml/main.htm 

 

 １２）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 10 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 

 

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本公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程 

    当社は、平成 19 年 5 月 11 日現在、対象者の発行済み株式総数の約 50.8%を所有し、対象者を連

結子会社としております。 

    当社は、対象者と楽天との間で平成 16 年１月５日付けで本業務提携契約が締結されたことに伴い、

楽天との間で同日付けで本資本提携契約を締結しました。本資本提携契約に基づき、当社は、本業

務提携契約及び本資本提携契約の終了などの一定の事由が発生した場合には、当該事由が発生した



日から２ヶ月以内に買取権を行使する旨を通知することを条件に、楽天所有株式（9,800 株）の全

部または一部を買い取る権利を有しております。 

当社は、このたび、本業務提携契約が平成 19 年 3 月 13 日付けにて解消されたことに伴い、本資

本提携契約も、当該契約の定めに従い、解消するに至りました。 

その上で、当社は、平成 19 年 5 月 11 日開催の取締役会において、楽天との協議の結果を踏まえ

つつ、以下の理由により、本資本提携契約上の買取権を行使して、楽天所有株式の取得を行うこと

を決定し、同日、楽天に対して楽天所有株式（9,800 株）の全てを買い取る旨の通知を行い、同買

取権を行使いたしました。すなわち、当社は、前述のとおり、コンビニエンスストア「ローソン」

のチェーン本部としてフランチャイズシステム及び直営店の運営を、その主たる事業として行って

おりますが、当社は、競争の激化するコンビニエンスストア業界を勝ち抜くためには、お客様層の

拡大に向けた諸施策が必要と考え、これに積極的に取り組んでおります。 

また、対象者は、コンサート・スポーツ・演劇・映画及びレジャーなど様々なジャンルのエンタ

テイメントに関するチケット販売事業及びそれに付随した事業を営んでおります。そして、対象者

は、主にローソン店舗内のマルチメディア端末「Loppi」を通じてチケット販売を行っており、当社

を含めたローソングループ内における戦略子会社として重要な役割を果たしております。 

そこで、当社は、対象者との連携を一層強化し、ローソングループにおけるエンタテイメントビ

ジネスの更なる強化を図るべく、本資本提携契約上の買取権を行使して、楽天所有株式の取得を行

うこととした次第であります。 

本資本提携契約上の買取権を行使して、楽天所有株式の取得を行うことを決定し、同日、楽天に

対して楽天所有株式（9,800 株）の全てを買い取る旨の通知を行い、同買取権を行使いたしました。 

当社としましては、対象者を単なるチケット販売事業ではなく、エンタテイメント物販を含めた

対象者の「Loppi」コンテンツ拡充により、お客様層の拡大に資するローソングループのエンタテイ

メント戦略子会社として、従来以上に育成・強化していく所存であります。 

②本公開買付けにおける株券の買付価格の算定の経緯 

本公開買付けにおける株券の買付価格（金 140,000 円）は、本資本提携契約の定めに従って決定

されたものであります。すなわち、本資本提携契約においては、当社の買取権の行使価格について、

原則として当社と楽天の間の協議によりこれを決定すると規定されておりますが、かかる協議が

30 日を経過しても成立しない場合には、これを買取権発生事由が生じた日における市場終値とす

る旨規定されております。そして、当社と楽天との間の当該協議は 30 日を経過しても成立しなか

ったため、当該行使価格は、本資本提携契約の定めに従って、買取権発生事由が生じた日（本業務

提携契約及び本資本提携契約の終了日）たる平成 19 年 3 月 13 日における市場終値の 140,000 円と

され、本公開買付けにおける株券の買付価格は、かかる行使価格に合わせて決定されたものであり

ます。かかる買付価格（金 140,000 円）は、平成 19 年 5 月 10 日までの過去６ヶ月間のジャスダッ

ク証券取引所における対象者普通株式の売買価格の終値の単純平均値 142,805 円（小数点以下四捨

五入）の 98.04％、また、平成 19 年 5月 10 日のジャスダック証券取引所における対象者普通株式

の売買価格の終値の 108.53％であります。 

以上からも明らかなとおり、本公開買付けにおける株券の買付価格（金 140,000 円）は、当社が

楽天所有株式 9,800 株（株式所有割合約 17.8%）に係る株券を買付けることを主たる目的として、



楽天との間の契約の定めに従って決定されたものであって、必ずしも対象者に係る公正な企業価値

を反映したものではない可能性があることに予めご留意ください。 

なお、当社は、本公開買付けにおいて、買付予定の株券等の数の上限を定めておらず、応募株券

等の全部の買付けを行いますが、これは、楽天所有株式に係る株券の買付けの後における当社の所

有に係る株券等の株券等所有割合が 3 分の 2 以上となるため、法 27 条の 13 第 4 項及び令 14 条の

2の 2に定められた法令上の要求に基づき、買付予定の株券等の数の上限を定めていないことによ

るものであり、前記のとおり、本公開買付けの主たる目的は、楽天所有株式 9,800 株（株式所有割

合約 17.8%）に係る株券を買付ける点にあることにご留意ください。 

   ③本公開買付けに関する合意等 

本公開買付けについては、楽天からは、全ての楽天所有株式（9,800 株）に係る株券をこれに応

募することにご同意いただいております。 

また、対象者からは、当社による本公開買付けについてはご賛同いただいておりますが、本公開

買付けにおける株券の買付価格については、当社と楽天との間の本資本提携契約に基づき決定され

たものであって、必ずしも対象者に係る公正な企業価値を反映したものではない可能性があること

から、これに応募するか否かについては、対象者株主の皆様の判断に委ねる旨の意見表明がなされ

ております。その詳細は、対象者から提出される予定の意見表明報告書をご参照ください。当該意

見表明に係る取締役会の決議にあたって、対象者取締役会は第三者算定機関が作成した対象者の株

式評価を参考にしており、また当社の役職員を兼務している新浪剛氏及び平厚氏は特別利害関係人

として、かかる決議には参加しておりません。なお、楽天の代表取締役社長兼会長である三木谷浩

史氏は、従前、対象者の社外取締役に就任しておりましたが、平成 19 年 3月 7日付けで同職を辞任

されております。 

 

 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 

対象者は、平成 18 年 11 月 10 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８月期 

(第 15 期中) 

営業収入 3,197,189 千円

営業原価 1,505,156 千円

販売費及び一般管理費 1,190,924 千円

営業外収益 14,011 千円

営業外費用 -

中間純利益 301,564 千円

 

  ②１株あたりの状況 



中間会計期間 
平成 18 年８月期 

(第 15 期中) 

１株当たり中間純損益 5482.99 円

１株当たり配当額 1500.00 円

１株当たり純資産額 104,422.79 円

 

 
 

以上 
 
※ 添付資料 ： 株式会社ローソンチケット プレスリリース 

「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」 
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（添付資料） 

                              
平成 19 年 5 月 11 日 

各      位 

会 社 名 株式会社ローソンチケット 
  代表者名 代表取締役社長  野林 定行 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号２４１６） 
  問合せ先 取締役財務経理室長 小山 誠 

（ＴＥＬ：０３－６７３０－２２００） 

 

 

  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、平成 19 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり、株式会社ローソン（以下「ロ

ーソン」といいます。）による楽天株式会社（以下「楽天」といいます。）の保有する当社株式の取得を

目的とした公開買付けに対して、賛同の意思表明をすることを決議いたしましたので、お知らせします。 
 

記 
 
１．公開買付者の概要（平成 19 年 2 月 28 日現在） 
 

① 商号   株式会社ローソン 
② 主な事業内容  コンビニエンスストア「ローソン」のチェーン本部としてフラン 

チャイズシステム及び直営店の運営 
③ 設立年月日  昭和 50 年 4 月 15 日 
④ 本店所在地  大阪府吹田市豊津町９番１号 
⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  新浪 剛 
⑥ 資本金の額     58,506,644 千円 
⑦ 発行済株式総数  104,600,000 株 
⑧ 大株主及び持株比率 三菱商事株式会社        30.68% 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
（信託口）     7.43% 
丸紅フーズインベストメント株式会社  5.68% 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）  5.65% 
資産管理サービス信託銀行株式会社 
（証券投資信託口）    2.50% 
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ   2.00% 
メロンバンクエヌエーアズエージェントフォーイッツ 
クライアントメロンオムニバスユーエスペンション 
（常任代理人 香港上海銀行東京支店）  1.34% 
野村信託銀行株式会社（投信口）   1.14% 
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 
505103 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行 
兜町証券決済業務室）    1.08% 

 住友信託銀行株式会社（信託Ｂ口）   1.05％ 
⑨ 当社との関係    ・資本関係  ：当社における発行済株式総数の 50.76%に相当する 
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27,920 株を所有 
               ・人的関係  ：社外取締役 2 名、社外監査役 2 名が就任 
               ・取引関係  ：チケット販売の委託手数料支払、チケットシステム 
                       使用料の受入、広告営業収入の受入、広告宣伝費の 
                       受入 
               ・関連当事者 

への該当状況：当社の親会社に該当 
 
 
２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 
 
（１）公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程について 

当社は、販路の拡大と新しい顧客層の獲得を目的として、平成 16 年 1 月 5 日付けで楽天と興行チ

ケットの共同販売に関する業務提携契約（以下「本業務提携契約」といいます。）を締結するととも

に、ローソンと楽天は、同日付けで資本提携契約（以下「本資本提携契約」といいます。）を締結し、

当社は平成 16 年 1 月 22 日付けで、第三者割当等による株式等の発行により、当社普通株式 9,800 株

を楽天に割当いたしました。その後、平成 17 年 2 月 1 日より、「楽天市場」における「楽天チケット

サイト」において、楽天と当社による興行チケットの共同販売事業を開始いたしましたが、平成 18
年 11 月 13 日に至り、楽天グループサイトの「楽天オークション」サービスの中で興行チケットが対

象として取扱われることとなり、共同販売事業に与える影響を考慮する必要があることから、原則的

に同日をもって共同販売を停止いたしました。その後、両社で本業務提携契約の見直しを検討いたし

ましたが、現行の契約では今後の事業展開に制約を加える可能性もありましたので、平成 19 年 3 月

13 日をもって本業務提携契約を解消することといたしました。 
 

当社と楽天の本業務提携契約が解消された場合、ローソンは、本資本提携契約に基き、楽天の所有

する当社普通株式 9,800 株（平成 19 年 2 月 28 日現在、当社における発行済株式総数の 17.81%）の

買付けを申込むことができることになっておりますが、その買付けを実施した場合は、ローソンの当

社株券等の所有割合が 3 分の 2 以上となるため、証券取引法第 27 条の 2 以下に定められた法令上の

要求に基き、本公開買付けを実施することになりました。 
 
ローソンが、本公開買付けよって楽天所有の当社株券を一括して買付けない限り、市場における需

給悪化懸念から、当社株価が影響を受ける可能性があり、他方当社は、ローソンが楽天所有の当社株

券を買付けることによって、同社との連携を一層強化し、ローソングループとしてのエンタテインメ

ントビジネス拡大を図ることができるものと考え、本公開買付けに賛同の意を表明することといたし

ました。 
 

（２） 公開買付けの概要 
  本公開買付けにおける株券の買付価格は、本資本提携契約の定めに基いて、ローソンの楽天に対す

る買取行使価格が、本業務提携契約解消日である平成 19 年 3 月 13 日における市場終値の 140,000
円となり、かかる行使価格に合わせて決定されたものであります。当該買付価格（1 株当たり 140,000
円）は、平成 19 年 5 月 10 日までの過去 6 ｹ月間のジャスダック証券取引所における当社普通株式の

終値単純平均値 142,805 円（１円未満四捨五入）の 98.04%であり、また平成 19 年 5 月 10 日のジャ

スダック証券取引所における当社普通株式の終値 129,000 円の 108.53%です。 
 

なお本公開買付けは、本資本提携契約に基き、ローソンが楽天の所有する当社普通株式の全部を買

取るために行われるものでありますので、既に楽天からは本公開買付けに応募する旨の同意を頂いて

おります。また公開買付者であるローソンは、本公開買付けにより、当社の上場廃止を意図するもの

ではない旨公表しておりますが、本公開買付けの結果によっては、上場が維持できなくなる可能性を

含んでおります。詳細につきましては、添付の「株式会社ローソンチケットに対する公開買付けの開

始に関するお知らせ」をご参照ください。 



 3

 
（３） 利益相反を回避する措置及び買付け等の価格の評価の公正性を担保するための措置 
  公開買付者であるローソンは当社の親会社であり、当社は社外取締役として、ローソンの代表取締

役社長を務める新浪剛氏と平厚氏に就任いただいております。従って、両者は公開買付者としての特

別利害関係人に当たることから、意見表明の決議には参加しておりません。なお、楽天の代表取締役

会長兼社長である三木谷浩史氏も、当社の社外取締役を務めていただいておりましたが、平成 19 年 3
月 7 日付けで辞任されております。 

 
また当社は、当社とは独立した第三者機関である監査法人夏目事務所に当社の株式価値に関する算

定を依頼し、平成 19 年 5 月 10 日に当社の株式価値に関する算定書を取得しました。同算定書では、

市場株価法、Discounted Cash Flow（DCF）法、類似会社比準法の各手法を用いて、総合的に評価

した結果、当社の株式価値は、140,000～172,000 円のレンジが相当であると報告されております。 
 
当社取締役会は、ローソンが楽天所有の当社株券を一括して買付けることで、市場における需給悪

化懸念を払拭する一方、ローソンとの連携を強化し、ローソングループとしてのエンタテインメント

ビジネス拡大を図るために、本公開買付けに賛同いたしますが、本公開買付けの買付価格については、

ローソンと楽天との間の本資本提携契約の定めに従って決定されたものであって、必ずしも当社に係

る公正な企業価値を反映したものではない可能性があるため、当社としては株主の皆様が本公開買付

けに応募されることを特に勧めることはせず、これに応募するか否かについては、株主の皆様の判断

に委ねることを、出席取締役の全員一致で決議いたしました。 
 
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 
  該当事項なし 
 
４．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 
  該当事項なし 
 
５．公開買付者に対する質問 
  該当事項なし 
 
６．公開買付期間の延長請求 
  該当事項なし 
 

以 上 
 
 
 
 


