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平成 19 年５月 14 日 

各 位 

 

東 北 パ イ オ ニ ア 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 塩野 俊司 

（コード番号 ６８２７ 東証第二部） 

問合せ先 常務取締役経営戦略部長 小川 満芳 

電  話 （０２３）６５４－９５４８ 

 

 

当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 
 

 

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

賛同の意見を表明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します。 

 

 

記 

 

１． 公開買付者の概要 

（１） 商号 パイオニア株式会社 

（２） 事業内容 ホームエレクトロニクス製品及びカーエレクトロニクス製品の製

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 22 年５月８日 

（４） 本店所在地 東京都目黒区目黒一丁目４番１号 

（５） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 須藤 民彦 

（６） 資本金 49,048 百万円（平成 18 年９月 30 日現在） 

（７） 大株主及び持株比率 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)  7.55％ 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)    7.06％ 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 3.60％ 
ドイチェバンクアーゲーロンドンピービーアイリッシュ

レジデンツ 619 

(常任代理人 ドイツ証券株式会社)    

2.60％ 

ドイチェバンクアーゲーロンドン 610 

(常任代理人 ドイツ証券株式会社)    
2.58％ 

株式会社みずほ銀行 2.22％ 
ドイチェバンクアーゲーロンドンピービーノントリティ

ークライアンツ 613 

(常任代理人 ドイツ証券株式会社)    

2.20％ 

みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産

管理サービス信託 
2.19％ 

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 1.80％ 

(平成 18 年９月 30 日現在) 

ゴールドマンサックスインターナショナル 

(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券会社東京支

店) 

1.57％ 
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資本関係 公開買付者は、当社の発行済株式数の 67.08％の株

式を保有しております。 

人的関係 当社の取締役７名のうち２名は公開買付者の執行

役員及び従業員であります。 

取引関係 公開買付者は当社に対して、カーエレクトロニクス

事業のカースピーカー、カーステレオメカ関連事業

のメカ部品及び有機ＥＬディスプレイを発注して

おり、当社の売上高の約 60% を占めております。

（８） 
買付者と対象者の関

係等 

関連当事者への

該当状況 

当社は公開買付者の連結子会社であるため、関連当

事者に該当します。 

 

２． 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

(1) 本公開買付けに関する意見の内容 

当社は、平成 19 年５月 14 日開催の取締役会において、公開買付者による当社株式の公 

開買付けに賛同する旨の決議をしました。したがいまして、当社は本公開買付けに応募す

ることをお勧めします。 

 

(2) 本公開買付けに関する意見の理由 

当社は昭和 41 年８月１日に公開買付者の子会社として山形県天童市に設立され、パイ

オニアグループのカーエレクトロニクス事業にカースピーカーを、またパイオニアグルー

プのカーステレオメカ関連事業に対して部品を製造、供給してまいりました。その他、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。当社は、カーステレオ及びスピーカー関連ではパ

イオニアグループの中核事業における重要な役割を維持しつつ、特に有機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、その後独自事業である有機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、

現在、パイオニアグループ向け売上高が全体の約 60% を占める状況にあります。 

 

当社はパイオニアグループの中核事業を推進する上で重要な子会社として位置づけら

れておりますが、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、モバイル関連分野での成長を継続していく上で、

パイオニアグループの経営資源との有機的な協調・連携が必要と考えています。 

 

このような市場環境の変化に対して、公開買付者は、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を企図しております。この事業再編により、当社はパイオニアグ

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

力や収益性を追求する事業体に発展し、パイオニアグループの当該両事業における市場優

位性の更なる強化を図ることになります。 

 

本公開買付けは、当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図するものですが、平

成12年３月の当社上場に当たっては、アクティブマトリクス型有機ELの量産化を計画し、

独自事業の拡大による外販比率の拡大を目指しておりました。しかしながら、その後アク

ティブマトリクス型有機ELの量産化に関して断念したこともあり、現状では売上の約60％
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を親会社およびその子会社との取引に依存しております。今後に関しましても、独自事業

の拡大の可能性は小さく、親会社の事業リスクに大きく左右される状況にあります。この

ような状況に至り、当社としましては、親会社の公開買付けに賛同し完全子会社となり、

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行、グループシナジーの

最大化を図っていくことが、当社の中長期的な成長・発展、ならびに当社の企業価値の最

大化を実現させていくために最善であると判断いたしました。 

 

今回の買付価格は、第三者による適切な株式価値の算定価格の妥当性を検討し、また直

近の市場株価に対し、十分なプレミアムが加味されていると判断しており、今回の公開買

付けに賛同することが、上場会社として自社株主の利益に資する観点から妥当であると考

えます。 

 

今後上記の事業再編の一環として、まずは両社がともに行っているスピーカー事業を統

合し、公開買付者が企画・販売、当社が技術・生産を各々担当する予定です。公開買付者

の創業以来、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おり、それに伴って当社は生産・開発拠点を拡大、現在では日

本・北米・アジア・中国に展開しております。今後も公開買付者及び当社は経営資源の有

効活用を推進し、より一層競争力を強化するために、今まで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) 本公開買付けに関する意見の根拠 

当社取締役会は、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、公開買付者とは別に

ファイナンシャル・アドバイザーとして三菱ＵＦＪ証券株式会社を任命し、当社取締役会

が公正かつ合理的な判断を行うために必要な情報収集に努めてまいりました。 

 

本公開買付けは、当社の株主の皆様に対して近時の市場株価よりも有利な価格にてその

保有する株式の売却機会を提供するものです。本公開買付けの買付価格である 1株につき

2,210 円は、当社の普通株式の株式会社東京証券取引所市場第二部における平成 19 年５

月 11 日までの過去３ヶ月間の株価終値の平均 1,708 円に約 29.39％のプレミアムを加え

た価格となります。 

 

当社は、公開買付者の子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいいます。以下

同じ。）に該当しますが、公開買付者とは別個に、第三者算定人である三菱ＵＦＪ証券株

式会社に当社の株式価値の算定を依頼し、平成 19 年５月 11 日に当社の株式価値評価に関

する報告書を取得しました。同報告書では、市場株価平均法、類似会社比較法及び 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、市場株価平均法で 1,704 円～1,752 円、類

似会社比較法で 1,570 円～1,830 円、DCF 法で 1,787 円～2,183 円と示されております。

また、当社は外部顧問弁護士から、買付手続きの適法性や当社取締役会の現時点での経営

判断の当否等に関して助言を受けました。これらの情報を参考にして、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、

本公開買付けの諸条件は公正妥当であると判断し、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いたしました。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

べております。 

 

なお、当社の取締役のうち、公開買付者の執行役員である西川文太郎氏と従業員である



 

 - 4 -

猪鼻治行氏は、利益相反回避の観点から、いずれも上記の取締役会の審議及び決議には参

加しておりません。 

 

(4) 本公開買付け後の予定（株式交換について） 

公開買付者は、当社を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、当社を完全子会社化することを予定しています。公開買付者は本公開買付

けで当社の自己株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公開

買付者を完全親会社、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当社の株式はすべて公開買付者の株式と

交換され、公開買付者の株式１株以上を割り当てられた当社の株主は、公開買付者の株主とな

ります。本公開買付けは、当社の株主に対し、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公開買付者株式の交付を受ける機会を提供することで、当社の株主

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。当社は本株式交換により公開買付者の完全子会社とな

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、当社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。 

 

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公開買付

者の株価水準並びに当社と公開買付者が実施する企業価値評価結果その他の要因を勘案して、

当社と公開買付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公開買付

者で協議の上決定する予定です。本株式交換によって当社の株主が受け取る対価（公開買付者

の株式など。但し、公開買付者の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当社の株主は、本株式交換により公開買付者の

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、当社の株主は、会社法の規定に従い当社に対して株式の

買取請求を行うことができます。また、当社の新株予約権の新株予約権者も、会社法の規定に

従い当社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公開買付者の株式所有割合及び公開買付者を除く当社

株主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。 

 

 

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。 
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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 


