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東北パイオニア株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

 

 当社は、平成 19 年５月 14 日開催の取締役会において、東北パイオニア株式会社（以下「対

象者」といいます。）の株式及び新株予約権を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）

により取得することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．買付け等の目的 

 

当社はパイオニアグループの企業価値向上を目指し、コア事業である“ホームエレクトロ

ニクス事業”及び“カーエレクトロニクス事業”に経営資源の選択と集中を進めてまいりま

した。この連結経営方針に基づき、対象者は、カーエレクトロニクス事業に関してはカース

テレオメカ関連及びカースピーカー関連で、またホームエレクトロニクス事業に関してはオ

ーディオアクセサリー関連で、重要な役割を果たし、さらに独自事業として有機ＥＬディス

プレイの量産化、事業化及びＦＡ（ファクトリーオートメーション）事業に取り組んで参り

ました。対象者は、カーステレオ及びスピーカー関連においてパイオニアグループのコア事

業における重要な役割を維持しつつ、有機ＥＬ事業を中心とした独自事業拡大による業容の

拡大を目指して、平成 12 年３月に東京証券取引所市場第二部に上場いたしましたが、その

後有機ＥＬ事業の次期主力として位置づけたアクティブマトリックス型有機ＥＬディスプ

レイの量産化を断念したことにより、現状では親会社である当社及び当社子会社向け売上高

がおよそ 60％を占める状況にあります。 

 

当社は、現在、対象者の発行済株式総数の 67.08％（13,446,200 株）を保有しており、上

記の通り、グループのコア事業を推進する上で重要な子会社として対象者を位置づけており

ます。近年、カーエレクトロニクス事業においては、自動車メーカーに対するＯＥＭ事業の

拡大の必要性、市販市場での競争の激化、テレマティクス等を中心とした技術革新への早期

対応など対処すべき課題が多く、また、スピーカー事業についても、カーエレクトロニクス

に限らずホーム関連、モバイル関連において、今後更なる成長を継続していく上で、有機的

にパイオニアグループの経営資源を活用していく必要があります。 

 

当社は、このような市場環境の変化に対して、当社及び関係会社を含めたパイオニアグル

ープの技術リソース、生産力、知的財産、もの作りのノウハウなどの経営資源をダイナミッ

クに再編し、事業体制を再構築することが必要であると判断いたしました。当社としては、

この事業再編により対象者をパイオニアグループのカーステレオ及びスピーカー関連の生
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産に関する中核会社としてより高い競争力や収益力を追求する事業体に発展させ、パイオニ

アグループの両事業における市場優位性を更に強化していくことを計画しています。また、

対象者がより高い収益力を持つ事業体へ発展することは、パイオニアグループの更なる企業

価値向上に大きく貢献するものと判断しています。この事業再編に当たっては、これまで以

上に迅速な意思決定と柔軟かつ効率的な経営施策の実施が不可欠と考えており、その実現の

ため対象者を当社の完全子会社とする方針です。 

 

今後、当社は、上記の事業再編の一環として、まずは対象者と当社がともに行っているス

ピーカー事業の統合を行い、当社が企画・販売を担当し、対象者が技術・生産を担当するこ

ととします。創業以来、スピーカーの製造・販売はオーディオ事業の中核をなす重要な事業

ですが、高品位なスピーカーの需要は従来の家庭用及び車載用オーディオ機器にとどまらず

携帯電話やパソコンへと拡大してまいりました。それに伴い現在では、生産・開発拠点につ

いても、日本・北米・アジア・中国に展開しており、経営資源の有効活用を推進し、より一

層競争力を強化するために、当社及び対象者が構築してきた国内外の技術・生産・販売体制

の再編に一体となって取り組んで参ります。 

 

当社は、上記の通り対象者を当社の完全子会社とする方針であり、本公開買付け及びその

後の一連の手続きにより対象者を完全子会社化することを予定しています。本公開買付けで

対象者の自己株式を除く全株式を取得できなかったときには、本公開買付け終了後に、当社

を完全親会社、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

実施する予定です。本株式交換により、本公開買付けに応募しなかった対象者の株式はすべ

て当社の株式と交換され、当社の株式１株以上を割り当てられた対象者の株主は、当社の株

主となります。本公開買付けは、対象者の株主に対し、公開買付けを経ることなく株式交換

を実施する場合に比べて、より早期の金銭による対価を受領する機会を提供するとともに、

その後に予定している本株式交換により当社株式の交付を受ける機会を提供することで、対

象者の株主にその受領する対価の内容及び時期について選択する機会を提供することがで

きること等を勘案し、実施することといたしました。対象者は、本株式交換により当社の完

全子会社となるため、株式会社東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い上場廃止となる見

込みです。なお、本公開買付けの結果次第では、本公開買付けの完了をもって、対象者株式

は株式会社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。 

 

当社は、本公開買付けにおける対象者株式の買付価格の公正性を担保するため、買付価格

を決定するに当たり、当社及び対象者とは独立した第三者算定機関としてのフィナンシャ

ル・アドバイザーである野村證券株式会社(以下「野村證券」といいます。)より株式価値算

定書（以下「株式価値算定書」といいます。）を取得し、その意見を参考としています。買

付価格である１株当たり 2,210 円は、かかる野村證券による株式価値算定書及び意見を参考

にしつつ、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けにおいて市場価格に付与された

プレミアムの実例を踏まえ、更に、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、本公開買付

けの見通し等を勘案し、かつ、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、当社が決定したも

のです。本公開買付けにおける買付価格 2,210 円は、平成 19 年５月 11 日までの過去３ヶ月

間の東京証券取引所市場第二部における対象者株式の終値の単純平均値 1,708 円（小数点以

下四捨五入）に対して約 29.39％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを加えた金額

になります。 

 

なお、対象者は、平成 19 年５月 14 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同を表
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明する決議をしています。かかる賛同決議にあたっては、対象者の取締役会は当社及び対象

者とは独立した第三者算定機関である三菱ＵＦＪ証券株式会社による対象者の「株式価値評

価に関する報告書」を取得しております。 

 

本株式交換を実施する場合の株式交換比率は、今後、本公開買付けの買付価格及び当社株

式の株価水準並びに当社と対象者が実施する企業価値評価の結果その他の要因を勘案して、

当社と対象者それぞれの株主の利益に十分配慮し、本公開買付け終了後に当社と対象者で協

議の上決定する予定です。本株式交換によって対象者の株主が受け取る対価（当社の株式等。

但し、当社の１株未満の端数株を割り当てられた場合は、端数株売却代金の分配となりま

す。）が、本公開買付けに応募する場合の対価（金銭）と同等の経済的価値となる保証はあ

りません。本公開買付けに応じる対象者の株主は、本株式交換により当社の株式等の対価を

受け取る場合に比べ、より早期に金銭による対価を受領することが可能となります。なお、

本株式交換に際しては、対象者の株主は、会社法の規定に従い対象者に対して株式の買取請

求を行うことができます。また、対象者の新株予約権の新株予約権者も、会社法の規定に従

い対象者に対して新株予約権の買取請求を行うことができます。但し、買取請求における買

取価格は本公開買付けの買付価格と異なる可能性があります。 

 

本公開買付けにおける応募状況、本株式交換に関連する法律・税務・制度等の改正や当局

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

対象者株式の保有状況等によっては、当社は、本株式交換と同等の効果を有する本株式交換

以外の方法を実施する可能性があります。 

 

なお、本公開買付け及びその完了後に予定している本株式交換等の実施については、対象

者の取締役会の賛同を得ております。対象者の取締役会の決議は、決議に参加した取締役全

員が賛成して行われた旨の報告を受けております。また、対象者の社外監査役を含むいずれ

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

旨の意見を述べています。なお、当社と対象者との利益相反回避の観点から、対象者の取締

役のうち、当社の執行役員又は当社の従業員との兼任である取締役２名は、上記の取締役会

の審議及び決議には参加しませんでした。 
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２．買付け等の概要 

 

（１）対象者の概要 

（平成 19 年３月 31 日現在） 

① 商 号 東北パイオニア株式会社 

② 事 業 内 容 エレクトロニクス関連製品及び産業用機器の製造・販売並びにこ

れに付帯又は関連する事業 

③ 設 立 年 月 日 昭和 41 年８月１日 

④ 本 店 所 在 地 山形県天童市大字久野本字日光 1105 番地 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 塩野 俊司 

⑥ 資 本 金 10,800 百万円 

⑦ 大株主及び持株比率 パイオニア株式会社   67.08％ 

資 本 関 係 当社は、対象者の発行済株式数の 67.08％の株式

を保有しております。 

人 的 関 係 対象者の取締役 7名のうち 2名は当社の執行役員

及び従業員です。 

取 引 関 係 対象者は、当社向けに主に車載用スピーカー、カ

ーオーディオ用部品の製造販売を行っておりま

す。 

⑧ 買付者と対象者の 

 関 係 等 

関連当事者へ 

の 該当状況 

対象者は当社の連結子会社であるため、関連当事

者に該当します。 

 

（２）買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間 

 平成 19 年５月 15 日（火曜日）から平成 19 年６月 19 日（火曜日）まで(26 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、以下「法」といいます。）

第 27 条の 10 第３項の規定により、対象者から買付け等の期間（以下「公開買付期間」と

いいます。）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、公

開買付期間は 30 営業日、平成 19 年６月 25 日（月曜日）までとなります。 

 

（３）買付け等の価格 

① 普通株式  １株につき、金 2,210 円 

② 平成16年６月25日開催の対象者定時株主総会の特別決議及び同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 
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（４）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

(i)株券 

当社は、本公開買付けにおける普通株式の買付価格を決定するに当たり、当社のフィ

ナンシャル・アドバイザーである野村證券より提出された株式価値算定書を参考にし

ました。野村證券は市場株価平均法、類似会社比較法、ＤＣＦ法（ディスカウンティ

ッド・キャッシュ・フロー法）の各手法を用いて対象者の株式価値算定を行っており、

株式価値算定書においては、市場株価平均法では 1,707 円から 1,793 円、類似会社比

較法では 1,059 円から 1,491 円、ＤＣＦ法では 1,881 円から 2,418 円のレンジが対象

者の株式価値の算定結果として示されております。なお、市場株価平均法に関しては、

以下の各期間における東京証券取引所市場第二部における対象者株式の平均株価に基

づき株式価値の算定がなされています。 

 

株価採用期間 一株あたり株式価値 

算定基準日 2007 年５月 10 日 1,793 円 

直近１ヶ月平均 2007 年４月 11 日～５月 10 日 1,737 円 

直近３ヶ月平均 2007 年２月 13 日～５月 10 日 1,707 円 

算定結果 1,707～1,793 円 

 

当社は、株式価値算定書の各手法の算定結果を比較検討し、類似会社比較法による

算定結果の 低値である 1,059 円からＤＣＦ法による算定結果の 高値である 2,418

円を対象者の株式価値のレンジと判断し、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、公開買付価格決定の際に付与されたプレミアムの実例を踏ま

え、野村證券の意見も参考にして検討を進めました。更に、対象者による本公開買付

けへの賛同の可否、本公開買付けの見通し等を勘案し、かつ、対象者との協議・交渉

の結果等も踏まえ、 終的に本公開買付けにおける買付価格を１株当たり 2,210 円と

決定いたしました。 

当社といたしましては、対象者上場時の公募価格は 4,500 円でありましたが、その

後の対象者の業績及び事業環境の変化に伴う戦略転換を反映した株価の推移並びに今

後予定している完全子会社化によるパイオニアグループの企業価値向上への効果等を

考慮してプレミアムを付しており、本公開買付けにおける買付価格は妥当なものと考

えております。 

なお、本公開買付けにおける買付価格は、平成 19 年５月 11 日までの過去３ヶ月間

の東京証券取引所市場第二部における対象者株式の終値の単純平均値 1,708 円（小数

点以下四捨五入）に対して約 29.39％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを

加えた金額になります。 

 

(ⅱ)新株予約権証券 

平成 19 年５月 11 日現在における新株予約権の１株当たりの払込金額は 2,631 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 2,210 円を上回っております。 

加えて、新株予約権は対象者の取締役、執行役員及び従業員並びに対象者子会社の

取締役に対するストックオプションとして発行されたものであり、①新株予約権者は、

原則として権利行使時において対象者又は対象者の関係会社のいずれかに在籍するこ

とを要するものとされ、また、②新株予約権の譲渡については対象者取締役会の承認

を要するものとされ、新株予約権者は対象者との割当契約に基づき、新株予約権の全
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部又は一部の譲渡、質入れその他の処分が禁止されております。 

そのため、当社は、本公開買付けにより当該新株予約権を買付けたとしても、これ

を行使できないと解されることから、上記の通り、新株予約権の買付価格を１個当た

り１円と決定いたしました。 

 

② 算定の経緯 

当社は、平成 18 年 10 月中旬から対象者と、パイオニアグループ経営上の課題や将

来の可能性についての検討を行ってまいりました。 

その結果、パイオニアグループの中長期的な企業価値の向上には対象者を当社の完

全子会社とすることが 善であると判断し、当社は本公開買付けに関して具体的な検

討を開始し、以下の経緯により本公開買付けにおける株券の買付価格を決定いたしま

した。 

 

(i)算定の際に意見を聴取した第三者の名称 

当社は、本公開買付けにおける買付価格を決定するに当たり、野村證券より対象者

の株式価値に関する株式価値算定書を平成 19 年５月 11 日に取得しております。 

 

(ⅱ)意見の概要 

野村證券は、市場株価平均法、類似会社比較法、ＤＣＦ法の各手法を用いて対象者

の株式価値算定を行っており、株式価値算定書においては、市場株価平均法では 1,707

円から 1,793 円、類似会社比較法では 1,059 円から 1,491 円、ＤＣＦ法では 1,881 円

から 2,418 円のレンジが対象者の株式価値の算定結果として示されております。 

 

(ⅲ)当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯 

当社は、上記の算定結果及び野村證券の意見を参考にしつつ検討を進めました。ま

た、本公開買付けが対象者のすべての発行済み株式の取得を目的とするものであり、

対象者の株価水準に対しては一定のプレミアムを考慮した方が望ましいと考えたこと

から、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、公開買付価

格決定の際に付与されたプレミアムの実例を踏まえ、更に対象者による本公開買付け

への賛同の可否、本公開買付けの見通し等を勘案し、かつ、対象者との協議・交渉の

結果等も踏まえ、平成 19 年５月 14 日開催の当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 2,210 円と決定いたしました。なお、新株予約権の買付価

格についても、同取締役会において、上記「①算定の基礎」の「(ⅱ)新株予約権証券」

において記載の理由に基づき、新株予約権１個当たり１円と決定いたしました。 

 

(ⅳ)買付価格の公正性を担保するためのその他の措置 

対象者においては、第三者算定機関である三菱ＵＦＪ証券株式会社より、対象者の

株式価値に関する「株式価値評価に関する報告書」を取得し、また、買付手続きの適

法性や対象者取締役会の現時点での経営判断の当否等に関して外部の法律事務所の意

見を徴した上で、その内容を参考にして、平成 19 年５月 14 日開催の取締役会におい

て、本公開買付けに関する諸条件について慎重に検討した結果、本公開買付けが対象

者の経営基盤の強化、事業の再構築及び今後の展開に寄与するものであるとともに、

本公開買付けの諸条件は妥当であり、対象者株主の皆様に対して合理的な価格により

対象者株式の売却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し、かつ、

対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募されることを勧める旨の決議をしています。 
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(ⅴ)利益相反を回避するための措置 

当社と対象者との利益相反を回避するため、上記の通り当社及び対象者は、それぞ

れ別個に当社及び対象者とは独立した第三者算定機関から対象者の株式価値に関する

意見を取得し、買付価格の決定又は本公開買付けに対する賛同の判断に当たりこれを

参考にしています。なお、対象者の役員を兼任している当社の取締役又は監査役はお

りません。 

また、上記（ⅳ）に記載の対象者の取締役会の決議は、決議に参加した取締役全員

が賛成して行われた旨の報告を受けており、対象者の社外監査役を含むいずれの監査

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

の意見を述べています。なお、利益相反回避の観点から、対象者の取締役のうち、当

社の執行役員又は当社の従業員との兼任である取締役２名は、上記の取締役会の審議

及び決議には参加しませんでした。 

 

③ 算定機関との関係 

 当社又は対象者の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 －株 －株

新 株 予 約 権 証 券 －株 －株

新株予約権付社債券 －株 －株

株券等預託証券（  ） －株 －株

合  計 －株 －株

(注１) 当社は、応募株券等の全部の買付けを行います。なお、本公開買付けの買付予定の株券等の数（以下

「買付予定数」といいます。）は、対象者が平成 18 年 12 月 22 日に提出した第 42 期中半期報告書に記

載された平成 18 年９月 30 日現在の対象者の発行済株式総数（20,046,200 株）から当社が保有する株

式数（13,446,200 株）及び対象者が保有する自己株式数（平成 18 年９月 30 日現在で 112 株）を控除

し、新株予約権（785 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株式の 大数（78,500

株）を加えた株式数（6,678,388 株）です。なお、株券等のうち新株予約権証券については、平成 18

年９月 30 日時点で権利行使されていない新株予約権１個を 100 株として換算しております。 

(注２) 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式（平成 18 年９月 30 日現在で 112 株)を取得する予

定はありません。 

(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により保管されてい

る場合には、株券の提出は必要ありません。）。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、公開買付期間中に自己株式を買い受けるこ

とがあります。 

(注４) 公開買付期間末日までに新株予約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

される対象者の株式についても本公開買付けの対象とします。 
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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当社の所有

株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数 134,462 個
（買付け等前における株券等所有割合

67.00%）

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 813 個
（買付け等前における株券等所有割合

0.41%）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る

議 決 権 の 数
66,783 個

（買付け等後における株券等所有割合

100.00%）

対象者の総株主の議決権の数 200,457 個

(注１) 「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

(但し、対象者が保有する自己株式を除きます。)に係る議決権の合計（特別関係者の所有に係る新

株予約権 247 個が行使されることにより発行又は移転される可能性のある株式の 大数 24,700 株に

係る議決権 247 個を含みます。）を記載しております。 

(注２) 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成 18 年 12 月 22 日に提出した第 42 期中半期報告書

に記載された平成 18 年９月 30 日現在の総株主の議決権の数です。 

(注３) 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小

数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

（７）買付代金  14,759 百万円 
(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の買付予定の株券等の数

（6,678,388 株）に１株当たりの買付価格を乗じた金額を記載しております。 

 

（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 

 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

 

② 決済の開始日 

 平成 19 年６月 26 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７月２日（月曜日）となります。 

 

③ 決済の方法 

 公開買付期間終了後遅滞なく、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 

① 法第 27 条の 13 第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 

 該当事項はありません。 

 当社は、応募株券等の全部の買付けを行います。 

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

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

並びに同条第２項第３号ないし第６号に定める事情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、公開買付期間末日までに公告を行うこ

とが困難である場合は、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、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 

 法第 27 条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第 13 条第１

項に定める行為を行った場合には、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、公開買付期間末日までに

公告を行うことが困難である場合は、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、引下げ後の買付け等の価格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、公開買付期間末日の 15 時 30 分までに

下記に指定する者の本店又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付のうえ、

本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面（以下「解除書面」といいます。）を交

付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の 15 時

30 分まで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： 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

  (その他の野村證券株式会社全国各支店) 

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

違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、保管した応募株券等

の返還に要する費用も当社の負担とします。 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

 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、公開買付期間末日までに公告を行うことが

困難である場合は、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方法により訂正します。 
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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５月 15 日（火曜日） 

 

（11）公開買付代理人  野村證券株式会社 

 

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 

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、対象者の取締役会の賛同を得ております。 

 

② 公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程 

 当社はパイオニアグループの企業価値向上を目指し、コア事業である“ホームエレク

トロニクス事業”及び“カーエレクトロニクス事業”に経営資源の選択と集中を進めて

まいりました。この連結経営方針に基づき、対象者は、カーエレクトロニクス事業に関

してはカーステレオメカ関連及びカースピーカー関連で、またホームエレクトロニクス

事業に関してはオーディオアクセサリー関連で、重要な役割を果たし、さらに独自事業

として有機ＥＬディスプレイの量産化、事業化及びＦＡ（ファクトリーオートメーショ

ン）事業に取り組んで参りました。 

 対象者は、カーステレオ及びスピーカー関連においてパイオニアグループのコア事業

における重要な役割を維持しつつ、有機ＥＬ事業を中心とした独自事業拡大による業容

の拡大を目指して、平成12年３月に東京証券取引所市場第二部に上場いたしましたが、

その後有機ＥＬ事業の次期主力として位置づけたアクティブマトリックス型有機ＥＬ

ディスプレイの量産化を断念したことにより、現状では親会社である当社及び当社子会

社向け売上高がおよそ 60％を占める状況にあります。 

 近年、カーエレクトロニクス事業においては、自動車メーカーに対するＯＥＭ事業の

拡大の必要性、市販市場での競争の激化、テレマティクス等を中心とした技術革新への

早期対応など対処すべき課題が多く、また、スピーカー事業についても、カーエレクト

ロニクスに限らずホーム関連、モバイル関連において、今後更なる成長を継続していく

上で、有機的にパイオニアグループの経営資源を活用していく必要があります。このよ

うな事業環境下において、当社は、平成 18 年 10 月中旬から対象者と、パイオニアグル

ープ経営上の課題や将来の可能性についての検討を行ってまいりました。その結果、当

社は、このような市場環境の変化に対して、当社及び関係会社を含めたパイオニアグル

ープの技術リソース、生産力、知的財産、もの作りのノウハウなどの経営資源をダイナ

ミックに再編し、事業体制を再構築することが必要であると判断し、この事業再編によ

り対象者をパイオニアグループのカーステレオ及びスピーカー関連の生産に関する中

核会社としてより高い競争力や収益力を追求する事業体に発展させ、パイオニアグルー

プの両事業における市場優位性を更に強化していく方針を決定いたしました。この事業

再編に当たっては、これまで以上に迅速な意思決定と柔軟かつ効率的な経営施策の実施

が不可欠と考えており、その実現のため対象者を当社の完全子会社とすることが 善で

あると判断しました。 

 今後、当社は、上記の事業再編の一環として、まずは対象者と当社がともに行ってい
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るスピーカー事業の統合を行い、当社が企画・販売を担当し、対象者が技術・生産を担

当することとします。創業以来、スピーカーの製造・販売はオーディオ事業の中核をな

す重要な事業ですが、高品位なスピーカーの需要は従来の家庭用及び車載用オーディオ

機器にとどまらず携帯電話やパソコンへと拡大してまいりました。それに伴い現在では、

生産・開発拠点についても、日本・北米・アジア・中国に展開しており、経営資源の有

効活用を推進し、より一層競争力を強化するために、当社及び対象者が構築してきた国

内外の技術・生産・販売体制の再編に一体となって取り組んで参ります。 

 

③ 利益相反回避措置の内容 

 対象者は、当社の子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいいます。）に該

当することから、利益相反回避の観点から、当社及び対象者は、それぞれ別個に当社及

び対象者とは独立した第三者算定機関より、対象者の株式価値に関する意見を取得し、

買付価格の決定又は本公開買付けに対する賛同の判断に当たりこれを参考にしていま

す。なお、対象者の役員を兼任している当社の取締役又は監査役はおりません。 

 加えて、対象者は、外部の法律事務所の意見を徴した上で、その内容を参考にして、

平成 19 年５月 14 日開催の取締役会において、本公開買付けに関する諸条件について慎

重に検討した結果、出席取締役５名全員一致で、本公開買付けの諸条件は妥当であり、

対象者株主の皆様に対して合理的な価格により対象者株式の売却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とともに、対象者の株主の皆様が本公開買付

けに応募されることを勧める旨の決議をしています。 

 対象者の取締役会の決議は、決議に参加した取締役全員が賛成して行われた旨の報告

を受けております。また、対象者の社外監査役を含むいずれの監査役も対象者取締役会

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

す。なお、利益相反回避の観点から、対象者の取締役のうち、当社の執行役員又は当社

の従業員との兼任である取締役２名は、上記の取締役会の審議及び決議には参加しませ

んでした。 

 

（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 

該当事項はありません。 

 
以 上 

 
このプレスリリースは、当社による東北パイオニア株式会社に対する公開買付けを一般に公表するための記者発表

文であり、売付け等の申込みの勧誘又は買付け等の申込みを目的として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、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいた上で、ご自身のご判断でな

さるようお願いいたします。 

このプレスリリースには、東北パイオニア株式会社株式を取得した場合における、当社の経営陣の考え方に基づく、

事業展開の見通しを記載してあります。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。 

このプレスリリース（若しくはその一部）又はその配布の事実が当該公開買付けに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布に法令上の制限又は制約が課されている場合がありま

すので、それらの制限又は制約に留意し、当該国又は地域の法令を遵守してください。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、本プレスリリース又はその訳文を受領されても、本公開買付けに関する株券等の売

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、情報としての資料配付とみなされるものとし

ます。 
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