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平成 19 年５月 18 日 

 

各      位 

 

会 社 名：株式会社ベネッセコーポレーション 

代表者名：代表取締役会長兼ＣＥＯ 福武總一郎 

（コード番号：９７８３   東証・大証第 1部） 

問合せ先：ＣＦＯ      杉山 直人 

（ＴＥＬ： 042－356－0808 ） 

 

 

株式会社東京個別指導学院との資本業務提携及び 

同社に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

株式会社ベネッセコーポレーション（以下、「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平

成 19 年５月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり株式会社東京個別指導学院（コード番

号 4745 東証第 1部、以下、「対象者」といいます。）の普通株式を公開買付け（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、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 買付け等の目的 

当社は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）市場第１部

に上場している対象者について、当社の連結子会社とすることを目的とし、対象者普通株

式33,610,800株（対象者の発行済株式総数の51.50％）を上限、対象者普通株式19,287,500

株（対象者の発行済株式総数の 29.55％）を下限として、公開買付けを実施いたします。

ただし、本公開買付けにより当社が取得するに至った対象者普通株式の数等の状況によっ

ては、当社は、対象者を当社の持分法適用関連会社にいたします。なお、本公開買付けに

ついては、平成 19 年５月 18 日開催の対象者の取締役会において、賛同決議がなされてお

ります。 

 

当社の教育事業は、幼児を対象とした「こどもちゃれんじ」や小学生から高校生を対象

とした通信教育講座「進研ゼミ」等をはじめとする学校外教育事業と、高校生を対象とし

た模擬試験「進研模試」等の学校向けサービス事業を行っております。 

現在、学校制度や入試制度等の教育を取り巻く環境は大きく変化しており、当社は、株
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式会社お茶の水ゼミナールの子会社化による大学受験塾事業への進出等、多様化するお客

様のニーズに合わせた商品・サービスを提供することにより「教育のベネッセ」としての

ブランド力の向上を目指しています。 

一方、対象者は、個別指導教育の草分けとして、首都圏を中心に全国の主要都市に中高

生を主体とした個別指導塾を直営展開しており（平成 19 年４月 30 日現在、192 教室、生

徒数 22,850 名）、すべての子どもたちに知的好奇心や夢をもたせ、学習を通じて成功体験

を積み重ねることにより、やる気や自信を育む教育『やればできる！』という企業・教育

理念のもと、直営方式の個別指導塾のトップブランドとして、地域に根ざした強固なネッ

トワークを構築しております。 

 

上記のような環境認識を踏まえ、当社が有する「教育のベネッセ」としてのブランド力、

対象者が有する地域に根ざした強固なネットワークのそれぞれの強みを活かし、もって両

社の企業価値をともに向上させるため、先般より、当社と対象者は、資本及び業務提携（以

下、「本資本業務提携」といいます。）につき協議して参りました。その結果、当社と対象

者は、本資本業務提携の合意に達し、平成 19 年５月 18 日付で資本業務提携契約（以下、

「本資本業務提携契約」といいます。）を締結いたしました。本資本業務提携により、通

信教育のみではニーズを充足できない当社のお客様に対し対象者の個別指導学習による

プログラムの紹介を行うこと、また、対象者のお客様に対し当社の教育コンテンツを提供

することといった相互の業務の補完を推進することができ、両社及び両社のお客様にとっ

てもメリットが高いものと考えております。 

 本資本業務提携契約においては、本公開買付け成立後において当社と対象者との間で

緊密かつ友好的な協力関係の構築を図り、両社の事業を展開していく観点から、本公開買

付けの成立を条件とし、主として、①データベース及び LMS（Learning Management System：

ラーニング・マネジメント・システム）等個別指導サービス開発に関する相互協力その他

の当社と対象者間における業務提携を推進すること、②当社は、本公開買付け後 初に開

催される対象者の定時株主総会（平成 19 年８月に開催される予定です。以下、「本定時株

主総会」といいます。）において選任される対象者の取締役の候補者については 大で過

半数、監査役の候補者については１名をそれぞれ指名することができ、対象者は、当社の

指名する候補者が取締役又は監査役に選任されるよう必要な手続を行うこと、③対象者が

一定の事項を行う際、当該事項に応じて、当社の事前の承諾又は当社との事前の協議を必

要とすること、④対象者の定款を一部変更し、対象者の事業年度（現在、毎年６月１日か

ら翌年５月 31 日まで）を毎年３月１日から翌年２月末日までとすることなどの事項を合

意しております。 

対象者は、平成 19 年５月 18 日に開催された取締役会において、本資本業務提携の実施

の一環として、対象者の保有する自己株式 2,372,530 株（平成 19 年４月 30 日現在）のう

ち 1,522,000 株（発行済株式総数の 2.33％）について、本公開買付けに応募することの決
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議をしており、かかる決議を受けて、当社は、対象者との間において、平成 19 年５月 18

日付で、対象者がかかる自己株式を応募する旨の同意を得ております。また、本公開買付

けにあたり、当社は、対象者の代表取締役社長であり大株主でもある馬場信治氏（以下、

「馬場氏」といいます。なお、馬場氏は同氏の資産管理会社である有限会社エス・ビーア

セット・マネジメント（以下、「ＳＢアセット」といいます。）の保有する 3,315,000 株と

合わせて 24,292,500 株の対象者普通株式を保有しております。）との間で、同氏の保有す

る対象者普通株式 17,765,500 株（発行済株式総数の 27.22％）について、本公開買付けに

応募する旨の同意を得ております。 

なお、本資本業務提携は、当社が有する「教育のベネッセ」としてのブランド力に加え、

対象者が有する地域に根ざした強固なネットワークを活用することを意図するものであ

り、かかる意図の実現には、長年対象者の経営に携ってきた馬場氏の協力が必要不可欠で

あります。かかる事情に鑑み、当社は、馬場氏との間で、原則として本公開買付け終了後

３年間は馬場氏が対象者の代表取締役及び取締役としての職務を継続することを合意し

ております。 

 

本公開買付けにおける買付価格である１株当たり 380 円について、当社は、フィナンシ

ャル・アドバイザーである野村證券株式会社より提出された「株式価値算定書」に示され

た算定結果のうち、対象者の将来の収益力を反映した DCF 法（ディスカウンテッド・キャ

ッシュ・フロー法）による算定結果を重視し検討を行いました。その上で、対象者の市場

株価の動向や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ける公開買付

価格決定の際に付与されたプレミアムの実例に加え、本公開買付けの成立の見通し等を総

合的に勘案し、対象者及び馬場氏との協議・交渉内容も含め慎重に検討を進めた結果、当

該買付価格は妥当な価格であると判断し、平成 19 年５月 18 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決定いたしました。本公開買付けにおける買付価格は、

平成19年５月17日までの過去１ヶ月間の東京証券取引所市場第１部における終値の単純

平均値 286 円（小数点以下四捨五入）に対して 32.87％（小数点以下第三位四捨五入）の

プレミアムを加えた金額であります。 

 

上記のとおり、当社は、対象者を連結子会社とすることを目的として、対象者の発行済

株式総数の 51.50％にあたる普通株式 33,610,800 株を上限とし本公開買付けを行います

が、本公開買付けにおける下限については、馬場氏及び対象者との間の応募に関する同意

の状況、本公開買付けの成立の可能性その他の事情に鑑み、下限を 19,287,500 株（対象

者の発行済株式総数の 29.55％）と設定いたしました。 

本公開買付けにより、当社が対象者の総株主の議決権に対して 50％を超える議決権を有

するに至った場合には、対象者は、当社の連結子会社となる予定です。本公開買付けによ

り、当社が対象者の総株主の議決権に対して 40％以上、50％以下の議決権を有するに至っ
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た場合には、対象者は、当社が指名する取締役の候補者の対象者における選任状況その他

の事情によっては、当社の連結子会社にならず、当社の持分法適用関連会社に該当する可

能性があります。また、本公開買付けが成立し、当社が対象者の総株主の議決権に対して

40％未満の議決権を有するに止まる場合には、対象者は、当社の連結子会社にならず、当

社の持分法適用関連会社に該当することとなります。当社と対象者は、本公開買付けが成

立した場合において対象者が当社の連結子会社とならないときであっても、本資本業務提

携契約に基づく本資本業務提携を実施する予定です。この場合、当社は、将来的な当社に

よる対象者の連結子会社化に関して改めて検討いたします。 

 

なお、対象者の株式は東京証券取引所市場第１部に上場しておりますが、本公開買付け

においては、買付けを行う株式数に上限を設定しており、本公開買付け後も上場を維持す

る方針です。 
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２．買付け等の概要 

（１）対象者の概要 

（平成 18年 11 月 30 日現在） 

① 商 号 株式会社東京個別指導学院 

② 事 業 内 容 
個別指導を中心とした学習塾の運営、その他これらに関連す

る事業 

③  設 立 年 月 日 平成６年５月 17 日 

④ 本 店 所 在 地 東京都中央区佃一丁目 11 番８号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 馬場 信治 

⑥ 資 本 金 642,157,500 円 

⑦ 
大株主及び持株比率 

（平成 18 年 11 月 30 日現在） 

馬場信治 

㈲エス・ビーアセット･マネジメント 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 

クラリデンバンク 

（常任代理人㈱三菱東京 UFJ 銀行） 

日本証券金融㈱ 

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 

日興シティ信託銀行㈱（投信口） 

ザ チェース マンハッタン バンク エヌ エイ

ロンドン（常任代理人 ㈱みずほコーポレート

銀行兜町証券決済業務室） 

プラグ（常任代理人 ㈱三菱東京 UFJ 銀行） 

ザ バンク オブ ニューヨーク 132741 

（常任代理人㈱みずほコーポレート銀行兜町証

券決済業務室） 

32.14％

5.08％

3.39％

2.66％

2.38％

2.19％

2.16％

1.63％

1.38％

0.97％

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。 
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。 

 

（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 23 日（水曜日）から平成 19 年６月 19 日（火曜日）まで（20 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（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７月３日（火

曜日）までとなります。 
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（３）買付け等の価格    普通株式 １株につき、金 380 円 

 

（４）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買付価格である１株当たり380円は、フィナンシャル・アドバイ

ザーである野村證券株式会社が算定した株式価値算定書を参考に決定しました。 

同社は、対象者の市場株価の動向や業績の内容等を勘案した結果、類似会社比較法及び

DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）を用いて対象者の株式価値算定を

行っており、株式価値算定書によりますと、１株当たりの株式価値の範囲は以下の通り示

されておりました。 

・ 類似会社比較法 248円～318円 

・ DCF法      331円～397円 

当社は、上記の算定結果のうち、対象者の将来の収益力を反映したDCF法による算定結

果を重視し検討を行いました。その上で、対象者の市場株価の動向や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ける公開買付価格決定の際に付与されたプレミ

アムの実例に加え、本公開買付けの成立の見通し等を総合的に勘案し、慎重に検討を進め

た結果、当該買付価格は妥当な価格であると判断し、本公開買付けにおける買付価格を１

株当たり380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５月 17 日までの過去１ヶ月間の東

京証券取引所市場第１部における終値の単純平均値 286 円（小数点以下四捨五入）に対し

て 32.87％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを加えた金額であります。 

 

② 算定の経緯 

当社は、平成18年10月頃より、対象者との提携の可能性について具体的な検討を開始し、

対象者と協議を重ねてまいりました。かかる協議・検討の結果、平成19年３月頃、当社が

対象者に対し公開買付けを実施し、緊密かつ友好的な協力関係を構築することが両社の事

業を展開するうえで も有効であるとの考えに至りました。 

１株当たりの買付価格については、上述の考えをもとに、対象者の代表取締役社長であ

り大株主でもある馬場氏との協議・交渉を行い、当社において慎重に検討を進めました。 

 

また、当社は本公開買付けにおける 終的な買付価格を決定するうえでの参考とするた

め、フィナンシャル・アドバイザーである野村證券株式会社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17日付で取得いたしました。 

同社は、対象者の市場株価の動向や業績の内容等を勘案した結果、類似会社比較法及び

DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）を用いて対象者の株式価値算定を
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行っており、株式価値算定書によりますと、１株当たりの株式価値の範囲は以下の通り示

されておりました。 

・ 類似会社比較法 248円～318円 

・ DCF法      331円～397円 

当社は、上記の算定結果のうち、対象者の将来の収益力を反映したDCF法による算定結

果を重視し検討を行いました。その上で、対象者の市場株価の動向や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ける公開買付価格決定の際に付与されたプレミ

アムの実例に加え、本公開買付けの成立の見通し等を総合的に勘案し、馬場氏との協議・

交渉内容も含め慎重に検討を進めた結果、当該買付価格は妥当な価格であると判断し、平

成19年５月18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380円とすることに決定いたしました。 

なお、平成19年５月18日開催の対象者の取締役会において、本公開買付けに対する賛同

決議がなされております。 

 

③  算定機関との関係 

関連当事者には該当しません。 

 

（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 19,287,500 株 14,323,300 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 19,287,500 株 14,323,300 株

 

(注１) 応募株券等の総数が、株式に換算した買付予定数(19,287,500株。以下、「買付予定数」といい

ます。)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付

予定数及び株式に換算した超過予定数(14,323,300株。以下、「超過予定数」といいます。) の

合計(33,610,800株。以下、「買付予定総数」といいます。) を超える場合は、その超える部分

の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第５項及び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（以下、「府令」といいます。）第32条に規定す

るあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 

(注２) 対象者が保有する自己株式のうち1,522,000株について、対象者より本公開買付けへの応募の同

意を得ております。 

(注３) 単元未満株式も本公開買付けの対象としています。ただし、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（後記「（11）公開買付代理人」において記載されて

いるものをいいます。）を通じて株式会社証券保管振替機構（以下、「機構」といいます。）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。） 

(注４) 公開買付期間中に対象者のストック・オプションに係る新株予約権が行使される可能性があり、

当該行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付けの対象としております。 
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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公開買付者の所有

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 
336,108 個

（買付け等後における株券等所

有割合 53.49％） 

対象者の総株主の議決権の数 628,063 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(19,287,500株)

及び超過予定数(14,323,300株)の合計である買付予定総数(33,610,800株)に係る議決権(１単

元の株式数を100株として記載されたもの)の数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19年２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11月30日現在の総株主の議決権の数です。ただし、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」の計算においては、上記半期報告書記載の単元未満株

式の数25,000株(ただし、本公開買付けを通じて取得する予定がない上記半期報告書記載の対

象者の単元未満の自己株式30株を除きます。)に係る議決権の数249個を加え「対象者の総株主

の議決権の数」を628,312個として計算しております。 

(注３) 対象者は平成19年５月18日開催の取締役会において、保有する自己株式のうち1,522,000株を

本公開買付けに応募することを決議しております。当該応募が行われた場合には、当該応募に

係る株式であって、公開買付者により買付けられたものに係る議決権数に応じて、「対象者の

総株主の議決権の数」が増加し、その結果上記の「買付け等後における株券等所有割合」が変

更される可能性があります。 

(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」について

は、小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

（７）買付代金   12,772 百万円 

（注）「買付代金」には、買付予定総数（33,610,800株）に、１株当たり買付価格（380円）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10日（火曜日）となります。 

 

③  決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、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
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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、公開買付代理人の本店又は全国

各支店にてお支払いします。 

 

④ 株券等の返還方法 

下記「（９）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」及び「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の全部又は一部を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、応募株主等の指示により、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)以後速やかに、応募株主等への交付もしくは応

募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所への郵送により返還するか、又は、当該

応募株券等が応募の時点において公開買付代理人(もしくは公開買付代理人を通じて機構)

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  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（19,287,500株）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総数（33,610,800株）を超える場合は、その超える部分の全

部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定するあ

ん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います（各応募株

券等の数に１単元未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株

数は各応募株券等の数を上限とします。）。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元（100株）未満の株数を四捨五入して計

算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定総数に満たない場合は、買付予定総数

以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主

等につき１単元（追加して１単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券

等の数までの数）の応募株券等の買付けを行います。ただし、切捨てられた株数の等しい複

数の応募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買付予定総数を超えることとなる

場合には、買付予定総数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付け

を行う株主等を決定します。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各

応募株主等からの買付株数の合計が買付予定総数を超える場合は、買付予定総数を下回らな

い数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につ

き買付株数を１単元（あん分比例の方式により計算される買付株数に１単元未満の株数の部

分がある場合は当該１単元未満の株数）減少させるものとします。ただし、切上げられた株
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数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定総

数を下回ることとなる場合には、買付予定総数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中か

ら抽せんにより買付株数を減少させる株主等を決定します。 

 

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（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、第５号並びに同条第２項第３号ないし第６号に定める

事情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。ただし、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。 

 

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項の規定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。ただし、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、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15時30分までに公開買付代理

人の本店又は全国各支店に公開買付応募申込の受付票を添付のうえ、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。た

だし、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。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 

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。ただし、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
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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。ただし、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。 

 

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。 

 

⑧ その他 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においても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もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレ

ックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りませ

ん。)を使用して行われるものではなく、さらに米国内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、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から

本公開買付けに応募することはできません。また、本公開買付けに係る公開買付届出書又は

関連する買付書類は米国においても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。 

本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代

理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等

が応募の時点及び公開買付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。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、

米国内においても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。買付けもしくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、

米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシ

ミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内

の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者

として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与

えている場合を除きます。)。 
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（10）公開買付開始公告日 

平成 19 年５月 23 日（水曜日） 

 

（11）公開買付代理人    

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

 

３．その他 

（１）当該株券等に関して締結されている重要な契約 

対象者は、平成 19 年５月 18 日に開催された取締役会において、本資本業務提携の実施の

一環として、対象者の保有する自己株式 2,372,530 株（平成 19 年４月 30 日現在）のうち

1,522,000 株（発行済株式総数の 2.33％）について、本公開買付けに応募することの決議を

しており、かかる決議を受けて、当社は、対象者との間において、平成 19 年５月 18 日付で、

対象者がかかる自己株式を応募する旨の同意を得ております。また、本公開買付けにあたり、

当社は、対象者の代表取締役社長であり大株主でもある馬場氏（馬場氏の資産管理会社であ

るＳＢアセットの保有する 3,315,000 株と合わせて 24,292,500 株の対象者普通株式を保有

しております。）との間で、同氏の保有する対象者普通株式 17,765,500 株（発行済株式総数

の 27.22％）について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。 

 

（２）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 

当社と対象者は、平成 19 年５月 18 日付で本資本業務提携契約を締結いたしました。本資

本業務提携契約においては、本公開買付け成立後において当社と対象者との間で緊密かつ友

好的な協力関係の構築を図り、両社の事業を展開していく観点から、本公開買付けの成立を

条件とし、主として、①データベース及び LMS（Learning Management System：ラーニング・

マネジメント・システム）等個別指導サービス開発に関する相互協力その他の当社と対象者

間における業務提携を推進すること、②当社は、本公開買付け後 初に開催される対象者の

本定時株主総会において選任される対象者の取締役の候補者については 大で過半数、監査

役の候補者については１名をそれぞれ指名することができ、対象者は、当社の指名する候補

者が取締役又は監査役に選任されるよう必要な手続を行うこと、③対象者が一定の事項を行

う際、当該事項に応じて、当社の事前の承諾又は当社との事前の協議を必要とすること、④

対象者の定款を一部変更し、対象者の事業年度（現在、毎年６月１日から翌年５月 31 日ま

で）を毎年３月１日から翌年２月末日までとすることのほか、⑤対象者は、本定時株主総会

において剰余金の配当議案を提出する場合、従来の対象者における配当傾向に準じた内容の

配当議案を提出すること等の事項を合意しております。 

なお、当社は、馬場氏との間で、原則として本公開買付け終了後３年間は馬場氏が対象者

の代表取締役及び取締役としての職務を継続することを、また、馬場氏及びＳＢアセットと

の間で、原則として、馬場氏及びＳＢアセットは対象者株式の譲渡が禁止されることを、さ
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らに馬場氏との間で、一定の条件の下、相互に対象者株式（当社についてはＳＢアセットが

保有する対象者株式を含む。）の先買権を有することを合意しております。  

 

（３）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５月 18 日に東京証券取引所において、「業績予想の修正に関するお

知らせ」（平成 19 年５月期）を公表しております。当該公表に基づく、対象者の平成 19 年

５月期の業績予想数値は以下のとおりです。   

（単位：百万円） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

前 回 発 表 予 想（Ａ） 17,520 2,800 1,540

今 回 修 正 予 想（Ｂ） 16,327 2,408 1,363

増   減   額（Ｂ－Ａ） △  1,192 △    392 △    177

増   減   率（％） △    6.8 △   14.0 △   11.5

（ご参考） 
前期実績（平成 18 年５月期）

16,072 2,367 1,347

 

(注) 前回発表予想（Ａ）は、平成19年１月16日に、対象者の中間決算発表において公表されました。 

 

 

以 上 


