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ペンタックス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 

 

HOYA 株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 19 年７月２日の代表執行

役決定により、ペンタックス株式会社（コード番号 7750 東証第一部、以下「対象者」又は「ペンタック

ス」といいます。）の普通株式、平成 15 年 10 月 14 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行さ

れた円建転換社債型新株予約権付社債（以下「ペンタックス新株予約権付社債」といいます。）及び

平成 17 年５月 23 日開催の対象者取締役会の決議及び同年６月 24 日開催の対象者定時株主総会

の承認に基づき発行されたペンタックス株式会社第１回新株予約権（以下「ペンタックス新株予約権」

といいます。）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といたしました

ので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本公開買付けにより公開買付者が対象者の全ての株

式を取得できなかった場合は、適切な方法で本公開買付けの後に対象者を完全子会社化すること

を予定しております。 

 

記 

 

１． 買付け等の目的 

（1） 本公開買付けの背景 
公開買付者は光学ガラスを出発点に、光学材料と精密加工技術を活かして事業領域を拡大して

まいりました。積極的な技術革新によりグローバルにニッチな市場を創造し、トップの地位を確立する

ことで高収益を実現しております。情報エレクトロニクス分野では半導体関連のマスクブランクスや

HDD 用ガラス磁気ディスク基板において世界でトップシェアを誇り、光学ガラス・レンズなどで世界の

トップメーカーの一角をなしています。またアイケア分野でもメガネレンズなどでトップメーカーの一角

を担っています。新たな事業領域の開拓にも積極的に取り組んでおり、中長期的には医療関連分野

をさらなる成長の中核と位置付け、白内障治療に用いられる眼内レンズのグローバル展開に着手し

ております。 

対象者は、長年蓄積されたカメラ、レンズの開発から製造までのノウハウを活かし、その光学技術

をコアとして、光学設計や画像処理などの技術を多様な製品分野へ応用することにより、光学･精密

機器分野において技術力に裏打ちされた事業展開を進めてきました。ライフケア事業においては、

内視鏡分野で早期から海外での展開を進め、グローバルな地位を確立しているほか、メディカルアク

セサリー、骨補填材として用いられるニューセラミックスなどといった多様な製品を展開しています。オ

プティカルコンポーネント事業においては、デジタルカメラモジュール及び DVD/CD 互換回折ピック

アップレンズなどの高度な光学技術を軸に競争力を発揮しているほか、イメージングシステム事業に

おいてもデジタルカメラで世界的なブランド力を誇っています。 

公開買付者と対象者は、それぞれ光学技術の医療分野への応用において、内視鏡による診断、

低侵襲治療及びニューセラミックス、眼内レンズなどの生体機能置換製品といった高度な医療製品

を展開してまいりました。この分野においては市場が世界の広範な地域に拡大しつつあり、大きな成

長が見込まれる一方で、競争がグローバル化していることから、将来にわたって成長を遂げるために
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は、製品開発及び M&A を通じて技術面における優位性を確立するとともに、患者・医療関係者の

方々とともに新たな診断、治療の技術・方法を普及していく活動を行うためのグローバルなマーケテ

ィング体制を構築することが喫緊の課題であるとの認識を深めてまいりました。かかる製品開発とグロ

ーバルなマーケティング活動を実行するためには大きな投資が必要となりますが、公開買付者の潤

沢なキャッシュフローを重点的に充当するとともに、これまでにアイケア事業をグローバルに展開して

きた中で培われた公開買付者のグローバルな事業展開ノウハウを対象者に提供することにより、公開

買付者及び対象者の当該分野での成長を加速することが可能となると考えております。 

また、カメラのデジタル化以降、光学機器、関連部材の産業構造は大きく変化を遂げております。

光学材料と光学機器の分野においては、アジア勢が強力な競争相手として著しい成長を見せており、

その価格攻勢及び高付加価値化は今後も続くものと見込まれます。さらに、デジタルカメラ分野では、

従来の光学メーカーに加えて家電メーカーが参入するなど、競争は激化の一途をたどっています。

このような環境の中で継続的な成長を遂げるためには、さらなる原価低減によるコスト競争力の強化

に加え、技術を軸として付加価値を高めることで徹底した差別化を図ることが必要であり、そのために

は事業構造の質的な転換が重要となります。光学材料と光学機器分野においては、対象者の光学

設計技術・加工技術と、公開買付者の光学材料開発・微細加工技術、及び光学レンズ大量生産能

力を垂直統合することにより、新たな光学モジュール・システム製品を産み出すことのできる、グロー

バル市場における唯一の光学メーカーになりうると考えております。 

平成 18 年春頃からの長期にわたる数度の協議期間を経て、公開買付者と対象者は上記のような

共通の認識に至り、お互いが 良のパートナーとして各分野における互いの強みを組み合わせ、強

固な事業構造を構築するとともに、戦略領域に経営資源を重点的に配分しうる体制を早急に整える

ことにより、事業の成長を加速するべきであると考え、平成 18 年 12 月 21 日に、合併に関する基本合

意書（以下「基本合意書」といいます。）を締結いたしました。以後、公開買付者と対象者は、平成 19

年４月上旬の合併契約書の締結を目指して、鋭意協議を行ってまいりました。基本合意書締結以降

本年４月上旬まで、両社は、それぞれの代表者、担当取締役のみならず、本社部門を中心として両

社からの多数のメンバーの参画により、統合に必要な準備、統合後の組織運営についての検討作業

を進めてまいりましたが、この間、統合に向けた準備に関して両社の従業員の間においても両社の

統合を阻害するような重大な認識の齟齬はなく協議が進捗してきたと認識しております。しかしながら、

その後、社内事情と株主を含む社外事情を総合判断した結果合併を断念せざるを得ない状況にあ

る旨の連絡を対象者より受け、公開買付者の平成 19 年４月 23 日付けプレスリリース「ペンタックス株

式会社との公開買い付けに関する協議継続について」に記載のとおり、公開買付者としても、対象者

の一部株主の状況及び第三者との契約関係の状況等を考慮して、基本合意書において予定してい

た平成 19 年 10 月１日を合併期日とする合併を行う方法により両社の経営統合を行うことは実務上難

しいとの認識に至りました。かかる認識のもと、合併による経営統合が実務上困難になった場合には

基本合意書に定める合併の目的と精神に従い経営統合を行うための代替的方法について速やかに

誠実協議する旨を規定した基本合意書の条項に基づき、公開買付者は、対象者に対し、両社間の

協議において既に検討されていた公開買付者が対象者の全ての株式を対象として現金を対価とす

る公開買付けを行う方法により両社の経営統合を行うことを正式に提案し、両社間において基本合

意書に基づき協議を続けてまいりました。その結果、公開買付者と対象者は、基本合意書締結時に

両社間で共有していた、両社の経営統合が公開買付者及び対象者の企業価値の向上に資するとい

う認識は現在においても変わりないこと及び経営統合を行う方法としては、まず、公開買付者が対象

者の全ての株式を取得するための公開買付けを行い、その後、公開買付者と対象者を統合するに

際して問題となる税務・会計上の影響、米国証券法上の継続開示義務の有無、第三者との契約関

係等を勘案の上、株式交換等の組織再編取引等適切な方法で本公開買付けの後に公開買付者が

対象者を完全子会社化することで両社の経営統合を行う旨、平成 19 年５月 31 日に合意に至りまし

た。その後、公開買付者と対象者は、かかる合意で定められた公開買付けの開始時期、買付予定株

式数の下限、対象者の普通株式の買付価格等、公開買付けの条件の一部について変更する旨を

平成 19 年６月 15 日に合意いたしました。 

 

（2） 本公開買付けの目的 
公開買付者は、本公開買付けを経て、公開買付者と対象者の経営を完全に統合することを 終
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的な目的としております。公開買付者は、公開買付者と対象者の保有する経営資源を相互補完的に

活用することにより、強固な経営基盤を確立するとともに、両社の得意な光学・精密加工技術によっ

て、魅力ある製品を開発し、より広い範囲の顧客に対して提供を行うことにより、企業価値の創出を図

ることができると考えております。 

経営統合後は、光学、映像、材料を共通の技術基盤として、ライフケア、オプティクス、情報エレク

トロニクス、アイケア、イメージングシステムの事業分野を中心に事業ポートフォリオの 適化を図り、

情報エレクトロニクス分野とアイケア分野の安定した収益力を投入することにより、ライフケア分野の

戦略的成長を目指すとともに、オプティクス分野の垂直統合によって事業構造を質的に転換し、競争

力のさらなる強化を実現することが可能となります。 

統合後の新会社グループの事業運営は、以下に述べる基本的方針に従って行う予定です。 

① ライフケア分野（内視鏡、メディカルアクセサリー、ニューセラミックス、眼内レンズ)： 

戦略的成長分野と位置付け、今後需要の高まる低侵襲医療領域を追求してまいります。内

視鏡による低侵襲診断、腹腔鏡手術器具や内視鏡用処置具による低侵襲治療といった、診

断から処置までの一貫した展開を図るとともに、ニューセラミックス、眼内レンズなどの生体機

能置換製品の市場をグローバルに開拓することを主軸とします。研究開発投資、M&A を通じ

た製品開発力の向上と国内外の営業・マーケティング体制の拡充のために重点的に投資す

ることにより成長を加速させ、事業規模の倍増を目指します。 

② オプティクス分野（光学ガラス・レンズ、デジタルカメラモジュール、微小レンズなど)： 

設計から材料、レンズ、加工、モジュールまでの垂直統合により、コスト競争力を高めると同

時に、技術開発力を質的に転換・強化し、新たな光学モジュール・システム製品を産み出す

ことのできる、グローバル市場における唯一の光学メーカーを目指します。また、公開買付者

と対象者の製造拠点、顧客基盤を相互利用することにより、成長著しいアジア新興勢力を含

めた今後の業界の構造変化に対応しうる競争力を確保し、持続的成長を果たす所存です。 

③ 情報エレクトロニクス分野（フォトマスクブランクス、ガラス磁気ディスク)： 

世界トップシェアの事業であり、統合後の新会社グループの収益力の中心事業として競争

力の強化と事業成長を図ります。 

④ アイケア分野（メガネレンズ、コンタクトレンズ)： 

安定的成長が期待できる事業であり、統合後の新会社グループのもう一つの中心事業とし

て、競争力の強化と事業成長を図ります。 

⑤ イメージングシステム分野（デジタルカメラ、双眼鏡など)： 

高付加価値かつユニークな技術による製品で差別化を図ることで、競争力を発揮できる分

野に特化して、事業価値を高めてまいります。また、新しい光学機器システム技術を生み出

す母体と位置付け、ライフケア分野、セキュリティ分野などにも水平展開を図る所存です。 

⑥ 新規分野、その他の分野においても、将来的に収益力の強化及び成長が見込まれる事業

には積極的に投資を行う一方、選択と集中による事業の効率化と経営資源の有効活用を

目指します。 

なお、対象者の有するペンタックスブランドにつきましては、その重要性及び経済的価値に鑑み公

開買付者と対象者との経営統合後も存続させる意向です。 

 

（3） 買付け等の価格 
① 普通株式 

公開買付者と対象者は、基本合意書締結に際し、公平性を期すため第三者機関として公

開買付者は UBS 証券会社（以下「UBS」といいます。）に、対象者はモルガン・スタンレー証券

株式会社（以下「モルガン・スタンレー」といいます。）にそれぞれ合併比率の算定を依頼し、

両第三者機関はそれぞれ市場株価分析、ディスカウンテッド･キャッシュフロー分析（以下

「DCF 分析」といいます。）、類似企業比較分析等を用いて公開買付者、対象者の企業価値・

株式価値を算定しました。公開買付者は UBS の合併比率算定の内容を検討し、一方、対象

者はモルガン・スタンレーの合併比率算定の内容を検討し、それを踏まえて両社協議を行い

ました。その結果、両社は対象者の普通株式１株に対して、公開買付者の普通株式 0.158 株

を割り当てる合併比率（以下「本合併比率」といいます。）に合意し、平成 18 年 12 月 21 日に
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本合併比率を規定した基本合意書を締結いたしました。 

しかしながら、基本合意書締結後の公開買付者及び対象者の普通株式の市場価格の推

移に鑑み、本合併比率には満足できない旨の意向が対象者の一部の株主から表明された

旨の報告を対象者経営陣から受けたこと、対象者が第三者と締結している契約の状況等に

鑑み、基本合意書において予定していた平成 19 年 10 月１日を合併期日とする合併を行う方

法による両社の経営統合は困難であるとの判断に至ったため、公開買付者が対象者の全て

の株式を対象として現金を対価とする公開買付けを行う方法により両社の経営統合を行うこと

を対象者に対し提案いたしました。以下に述べるとおり、本公開買付けにおける普通株式１

株当たりの買付価格金 770 円（以下「本買付価格」といいます。）は、本合併比率を踏まえて、

一層のプレミアムを付与した価格です。 

公開買付者と対象者が基本合意書を締結した日の直前営業日である平成 18 年 12 月 20

日の株式会社東京証券取引所における公開買付者普通株式の終値である 4,490 円に本合

併比率を乗じた価格(709.42 円)は、株式会社東京証券取引所における対象者普通株式の

終値 642 円に対して約 10.50％のプレミアム、平成 18 年９月 21 日から平成 18 年 12 月 20

日までの３ヶ月間の株式会社東京証券取引所における公開買付者普通株式の終値の単純

平均値をもとにすると、同期間の株式会社東京証券取引所における対象者普通株式の終値

の単純平均値 559 円（小数点以下四捨五入）に対して約 27.05％のプレミアムを内包した水

準に相当しています。 

一方、本買付価格は、公開買付者と対象者が基本合意書を締結した日の直前営業日であ

る平成 18 年 12 月 20 日の株式会社東京証券取引所における対象者普通株式の終値 642

円に対して約 19.94％のプレミアム、平成 18 年９月 21 日から平成 18 年 12 月 20 日までの３

ヶ月間の株式会社東京証券取引所における対象者普通株式の終値の単純平均値 559 円

（小数点以下四捨五入）に対して約 37.75％のプレミアムを加えた額に相当しています。 

② ペンタックス新株予約権付社債 

本公開買付けにおけるペンタックス新株予約権付社債１個当たりの買付価格は、各社債の

発行価額（各社債の額面金額である 100 万円の 100.5％）を転換価額である 540 円で除した

数に本公開買付けにおける普通株式の１株当たりの買付価格である金 770 円（本買付価格）

を乗じた金額である 1,433,056 円といたしました。なお、本公開買付けが成立した場合には、

ペンタックス新株予約権付社債のうち本公開買付けに応募されなかったものについては、ペ

ンタックス新株予約権付社債の繰上償還条項に従って額面金額である 100 万円で繰上償還

が行われる予定ですが、本公開買付けにおけるペンタックス新株予約権付社債１個当たりの

買付価格は、繰上償還金額 100 万円に対して約 43.31％のプレミアムを加えた額に相当して

います。 

③ ペンタックス新株予約権 

本公開買付けの成立を条件として、公開買付期間の末日の翌日にペンタックス新株予約

権を消却する旨が対象者の取締役会で決議されていること、及び本公開買付けが成立し、

公開買付者がペンタックス新株予約権を取得したとしても公開買付者はこれを行使すること

ができないことに鑑み、本公開買付けにおけるペンタックス新株予約権１個当たりの買付価格

は１円と決定いたしました。 

なお、公開買付者及び対象者は、両社の経営統合が完了するまでの間は、公開買付者の

事前の書面による合意なしに対象者の買収防衛策（平成 17 年６月 24 日開催の対象者の定

時株主総会の承認を得て導入された信託型ライツプランを含みます。）を発動させない旨合

意しており、対象者の取締役会は、平成 17 年５月 23 日開催の対象者取締役会の決議及び

同年６月 24 日開催の対象者定時株主総会の承認に基づき発行されたペンタックス新株予約

権に関する「新株予約権発行要項」8.(1).i.⑤に基づき、公開買付者が対象者の株券等を取

得又は保有することが対象者の企業価値の 大化に反するおそれがない旨、本公開買付け

について決議しています。なお、ペンタックス新株予約権 200,000,000 個も本公開買付けの

対象となっておりますが、ペンタックス新株予約権には譲渡制限が付されており、かつ、対象

者は、ペンタックス新株予約権を本公開買付けに応募させない旨を公開買付者と合意してい

るため、ペンタックス新株予約権及びペンタックス新株予約権の行使により発行又は移転され
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る普通株式を公開買付者が実際に取得する可能性はほとんどありません。 

 

対象者の取締役会は、本公開買付けに関する意見を検討するにあたり、第三者算定機関である

みずほ証券株式会社より対象者の株式等の価値に関する算定報告書を取得しました。なお、同報

告書では、対象者の株式価値について、Discounted Cash Flow（DCF）法、類似企業比較法及び市

場株価法の各手法を用いて分析をしております。また、対象者の取締役会は森・濱田松本法律事務

所の助言を受け、その上でこれらの情報を参考にして、対象者の企業価値及び株主利益の観点か

ら本公開買付けにつき十分な協議を行った結果、本公開買付けの諸条件は妥当であると判断し、本

公開買付けに賛同することを取締役会の全員一致で決議しました。 

 

（4） 本公開買付け後の経営統合 
公開買付者は、公開買付者と対象者の保有する経営資源を相互補完的に活用することにより、強

固な経営基盤を確立するとともに、シナジー効果の創出と、将来に向けた新たな成長の加速を図る

ためには、対象者を完全子会社化することにより、両社の経営の完全統合を行う必要があると考えて

おります。したがって、本公開買付けにより公開買付者が対象者の全ての株式を取得できなかった

場合は、公開買付者と対象者を統合するに際して問題となる税務・会計上の影響、米国証券法上の

継続開示義務の有無、第三者との契約関係等を勘案の上、株式交換等の組織再編取引等適切な

方法で本公開買付けの後に対象者を完全子会社化することを予定しています。かかる取引に際して

は、対象者株式については本買付価格を参考にし、公開買付者株式についてはその市場株価の状

況を参考にあわせて様々な分析を総合的に勘案し、公開買付者及び対象者両社の株主の利益を

損なわないように配慮しつつ、再度第三者機関に評価を依頼した上で、両社間の合意により対象者

株式の株主に交付する対価に関する条件を決定する予定です。 

本公開買付けの成立後、両社の経営の完全統合後のあるべき姿を協議・検討する期間、対象者

は、独立した法人として対象者の商号及びペンタックスブランドを維持しながら業務運営を行い、主

要事業間の相互シナジーを維持・発展させます。対象者の業務の執行は、対象者から選任された執

行役員がこれを行い、主要事業は、各事業の事業本部長がその雇用を含む運営及び収益に関し責

任を負う予定です。 

 

（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 
本公開買付けにおいては買付けを行う株式等の数に上限は設定されていないため、本公開買付

けの結果によっては、対象者の株式は、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。また、当該基準に該当しない場合でも、本公開

買付けにより公開買付者が対象者の全ての株式等を取得できなかった場合は、公開買付者と対象

者を統合するに際して問題となる税務・会計上の影響、米国証券法上の継続開示義務の有無、第三

者との契約関係等を勘案の上、株式交換等の組織再編取引等適切な方法で本公開買付けの後に

対象者を完全子会社化することを予定していますので、その場合には対象者の株式は上場廃止に

なります。 

 

（6） 株式に換算した買付予定数の下限について 
なお、本公開買付けでは、株式に換算した買付予定数（以下「買付予定数」といいます。）の下限

を 67,740,000 株としております。これは、対象者の平成 19 年３月 31 日現在の発行済株式総数

（127,925,007 株）から対象者の保有する自己株式 138,164 株を除き、ペンタックス新株予約権付社

債 4,136 百万円に付された新株予約権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普

通株式の 大数 7,684,530 株を加えた数（135,471,373 株）の約 50.00％に相当します。 

 

２．買付け等の概要 

（1） 対象者の概要 

① 商号 

② 事業内容 

 

ペンタックス株式会社 

ライフケア、イメージングシステム、オプティカルコンポーネント各

製品の製造及び販売等 
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③ 設立年月日 

④ 本店所在地 

⑤ 代表者の役職・氏名 

⑥ 資本金 

⑦ 大株主及び持株比率  

昭和 13 年 12 月 17 日 

東京都板橋区前野町二丁目 36 番 9 号 

代表取締役兼社長執行役員 谷島信彰 

7,571 百万円（平成 19 年３月 31 日現在） 

（平成 19 年３月 31 日現在）

エイチエスビーシー ファンド サービシイズ スパークス アセット マネジメント コ

ーポレイテッド(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 
11.41% 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 8.78% 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 6.57% 

株式会社みずほコーポレート銀行 4.76% 

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 3.89% 

ゴールドマン・サックス・インターナショナル 3.72% 

株式会社りそな銀行 2.41% 

朝日生命保険相互会社 2.41% 

株式会社足利銀行 2.18% 

日本生命保険相互会社 2.15% 

（注1） 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株

式数は、全て信託業務に係る株式です。 

（注2） 以下のとおり大量保有報告書が関東財務局に提出されていますが、対象者として当期末時点に

おける実質所有状況の確認ができませんので、上記「大株主及び持株比率」では考慮していませ

ん。 

氏名又は名称 報告義務発生日 所有株式数（千株） 
発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社 平成 19 年３月 20 日 30,680 23.98

フィデリティ投信株式会社 平成 19 年３月９日 16,133 12.61

（注3） 対象者の概要に関する情報（(注1)及び(注2)を含みます。）は、対象者の第77期有価証券報告書

（平成19年６月28日提出）に基づき記載しております。 

 

⑧ 買付者と対象者の関係等 

資本関係：当社は対象者の普通株式 1,000 株を直接保有しています。 

人的関係：平成 19 年６月 27 日開催の対象者定時株主総会において、当社グループの

役員・従業員２名が取締役として選任されています。ただし、選任の効力は、

同年９月末日までの間に、当社が、当社の対象者に対する株券等保有割合

(証券取引法（以下「法」といいます。）第 27 条の 23 第４項に定義されます。)

が、50％を超えた旨記載した大量保有報告書を関東財務局に提出した日に

生じるものとされています。 

取引関係：一部製品で取引があります。 

関連当事者への該当状況：関連当事者には該当しません。 

 

（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７月３日（火曜日）から平成 19 年８月６日（月曜日）まで（24 営業日） 

   ② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

      法第 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８月 14 日（火曜日）までとなります。 

     

（3） 買付け等の価格 
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普通株式 普通株式 1 株につき  金 770 円 

新株予約権付社債 ペンタックス新株予約権付社債１個（各社債の額面金額 100 万円）に

つき  金 1,433,056 円 

新株予約権 ペンタックス新株予約権１個につき  金１円 

 

 

（4） 買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

i) 普通株式 

公開買付者は、本買付価格の決定にあたり、第三者機関である UBS に、買付価格の決定の参

考として対象者の株式価値の算定を依頼しました。UBS は、この依頼を受け、類似公開会社比較

分析、DCF 分析の各手法を用いて対象者の株式価値を算定しました。対象者の第 77 期定時株

主総会において承認される第 77 期の１株当たりの剰余金の配当額が会社提案である７円である

ことを前提とした場合の、それぞれの手法による対象者の１株当たりの株式価値の範囲は以下の

とおりです。 

 

類似公開会社比較分析: 597 円から 842 円 

DCF 分析:  721 円から 819 円 

 

また、UBS は、公開買付者が対象者と統合することによる公開買付者の１株当たり当期純利益

への影響を分析し、加えて、過去の公開買付けの事例において市場株価に付されたプレミアムの

実績を分析しました。 

基本合意書締結後の対象者の普通株式の市場価格は、本合併比率を織り込んだ形で推移し

ていると考えられます。本買付価格は、市場が本合併比率を織り込まない形で対象者の株式価

値を評価していると考えられる基本合意書締結日の直前営業日の平成 18 年 12 月 20 日の株式

会社東京証券取引所における対象者普通株式の終値 642 円と比較しますと、約 19.94％のプレミ

アムを加えた額に相当しております。 

なお、本買付価格は、平成 19 年６月１日から平成 19 年６月 29 日までの株式会社東京証券取

引所における対象者普通株式の終値の単純平均値770円（小数点以下四捨五入）と同額であり、

また、平成 19 年６月 29 日の株式会社東京証券取引所における対象者普通株式の終値である

767 円を３円上回っております。 

 

ii) ペンタックス新株予約権付社債 

ペンタックス新株予約権付社債に付された新株予約権の平成 19 年７月２日現在における目的

となる株式１株当たりの転換価額は金 540 円です。公開買付者は、各社債の発行価額（各社債の

額面金額である 100 万円の 100.5％)を転換価額である金 540 円で除した数に本買付価格である

金 770 円を乗じた金額である 1,433,056 円を、ペンタックス新株予約権付社債１個当たりの買付価

格とすることを決定しました。なお、本公開買付けが成立した場合には、ペンタックス新株予約権

付社債のうち本公開買付けに応募されなかったものについては、ペンタックス新株予約権付社債

の繰上償還条項に従って額面金額である 100 万円で繰上償還が行われる予定ですが、本公開

買付けにおけるペンタックス新株予約権付社債１個当たりの買付価格は、繰上償還金額 100 万円

に対して約 43.31％のプレミアムを加えた額に相当しています。 

 

iii) ペンタックス新株予約権 

本公開買付けの成立を条件として、公開買付期間の末日の翌日にペンタックス新株予約権を

消却する旨が、対象者の取締役会で決議されていること、及び本公開買付けが成立し、公開買付

者がペンタックス新株予約権を取得したとしてもこれを行使することができないことに鑑み、本公開

買付けにおけるペンタックス新株予約権１個当たりの買付価格は１円と決定いたしました。 
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② 算定の経緯 

i) 普通株式 

公開買付者と対象者は、基本合意書締結に際し、公平性を期すため第三者機関として公開買

付者は平成 18 年 12 月中旬頃 UBS に、対象者はモルガン・スタンレーにそれぞれ合併比率の算

定を依頼し、両第三者機関はそれぞれ市場株価分析、DCF 分析、類似企業比較分析等を用い

て公開買付者、対象者の企業価値・株式価値を算定しました。公開買付者は UBS の合併比率算

定の内容を検討し、一方、対象者はモルガン・スタンレーの合併比率算定の内容を検討し、それ

を踏まえて両社協議を行いました。その結果、両社は対象者の普通株式１株に対して、公開買付

者の普通株式 0.158 株を割り当てる合併比率（本合併比率）に合意し、平成 18 年 12 月 21 日に

本合併比率を規定した基本合意書を締結いたしました。 

公開買付者と対象者が基本合意書を締結した日の直前営業日である平成 18 年 12 月 20 日の

株式会社東京証券取引所における公開買付者普通株式の終値である 4,490 円に本合併比率を

乗じた価格(709.42 円)は、株式会社東京証券取引所における対象者普通株式の終値 642 円に

対して約 10.50％のプレミアム、平成 18 年９月 21 日から平成 18 年 12 月 20 日までの３ヶ月間の

株式会社東京証券取引所における公開買付者普通株式の終値の単純平均値をもとにすると、同

期間の株式会社東京証券取引所における対象者普通株式の終値の単純平均値 559 円（小数点

以下四捨五入）に対して約 27.05％のプレミアムを内包した水準に相当しています。 

しかしながら、基本合意書締結後の公開買付者及び対象者の普通株式の市場価格の推移に

鑑み、基本合意書において合意された本合併比率には満足できない旨の意向が対象者の一部

の株主から表明された旨の報告を対象者経営陣から受けたこと、対象者が第三者と締結している

契約の状況等に鑑み、基本合意書において予定していた平成 19 年 10 月１日を合併期日とする

合併を行う方法による両社の経営統合は困難であるとの判断に至ったため、平成 19 年４月７日に、

公開買付者が対象者の全ての株式を対象として、１株当たりの買付価格を 770 円、下限を 50％と

した、現金を対価とする公開買付けを行う方法により両社の経営統合を行うことを対象者に対し提

案いたしました。 

 

公開買付者は、本買付価格の決定に際して、公平性を期すために、平成 19 年５月下旬に、再

度、第三者機関としての UBS に対象者の株式価値の算定を依頼し、同月30日に、UBSは公開買

付者に対して算定結果を伝えました。UBS は類似公開会社比較分析、DCF 分析の各手法を用い

て対象者の株式価値を算定しました。対象者の第 77 期定時株主総会において承認される第 77

期の１株当たりの剰余金の配当額が会社提案である７円であることを前提とした場合の、それぞれ

の手法による対象者の１株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりです。 

 

 類似公開会社比較分析: 597 円から 842 円 

 DCF 分析:  721 円から 819 円 

 

また、UBS は、公開買付者が対象者と統合することによる公開買付者の１株当たり当期純利益

への影響を分析し、加えて、過去の公開買付けの事例において市場株価に付されたプレミアムの

実績を分析しました。 

両社は協議の上、平成 19 年５月 31 日に本買付価格を規定した経営統合に関する合意書を締

結いたしました。しかしながら、対象者の第 77 期定時株主総会において会社提案である１株当た

り７円を上回る増配動議が行われて可決される可能性が存在し、かかる増配決議が成立した場合

には１株当たり 770 円という買付価格の算定の基礎が変わることになるため、公開買付者と対象者

は、買付価格は原則として 770 円とするが、ペンタックスの第 77 期定時株主総会で、第 77 期の剰

余金の配当額が１株につき７円を上回る金額で承認された場合は、７円を超過して決議された剰

余金の配当額に相当する金額分を 770 円から控除した金額を買付価格とする旨、平成 19 年６月

15 日付けの変更契約書において合意いたしました。その後、対象者の第 77 期定時株主総会に

おいて、同剰余金の配当額を会社提案である１株当たり７円とする旨が承認されましたので、 終

的に、公開買付者は、平成 19 年７月２日の代表執行役の決定により、上記のとおり本買付価格を



 

 9

金 770 円といたしました。 

基本合意書締結後の対象者の普通株式の市場価格は、本合併比率を織り込んだ形で推移し

ていると考えられます。770 円という買付価格は、市場が本合併比率を織り込まない形で対象者の

株式価値を評価していると考えられる基本合意書締結日の直前営業日の平成 18 年 12 月 20 日

の株式会社東京証券取引所における対象者普通株式の終値 642 円と比較しますと、約 19.94％

のプレミアム、平成 18 年９月 21 日から平成 18 年 12 月 20 日までの３ヶ月間の株式会社東京証券

取引所における公開買付者普通株式の終値の単純平均値をもとにすると、同期間の株式会社東

京証券取引所における対象者普通株式の終値の単純平均値 559 円（小数点以下四捨五入）に

対して約 37.75％のプレミアムを内包した水準に相当しています。 

なお、本買付価格は、平成 19 年６月１日から平成 19 年６月 29 日までの株式会社東京証券取

引所における対象者普通株式の終値の単純平均値770円（小数点以下四捨五入）と同額であり、

また、平成 19 年６月 29 日の株式会社東京証券取引所における対象者普通株式の終値である

767 円を３円上回っております。 
 

ii) ペンタックス新株予約権付社債 

両社は、平成 19 年５月 31 日に締結した経営統合に関する合意書及び平成 19 年６月 15 日付

けの変更契約書において、本買付価格をもとに、各社債の発行価額（各社債の額面金額である

100 万円の 100.5％）を転換価額である金 540 円で除した数にペンタックス普通株式１株当たりの

買付価格を乗じた金額を、ペンタックス新株予約権付社債１個当たりの買付価格とすることに合意

いたしました。その後、対象者の第 77 期定時株主総会において、第 77 期の剰余金の配当額が

会社提案である１株当たり７円とする旨が承認されましたので、公開買付者は、平成 19 年７月２日

の代表執行役の決定により本買付価格を770円とし、ペンタックス新株予約権付社債１個当たりの

買付価格については金 1,433,056 円といたしました。なお、本公開買付けが成立した場合には、

ペンタックス新株予約権付社債のうち本公開買付けに応募されなかったものについては、ペンタ

ックス新株予約権付社債の繰上償還条項に従って額面金額である 100 万円で繰上償還が行わ

れる予定ですが、本公開買付けにおけるペンタックス新株予約権付社債１個当たりの買付価格は、

繰上償還金額 100 万円に対して約 43.31％のプレミアムを加えた額に相当しています。 
 

iii) ペンタックス新株予約権 

両社は、本公開買付けの成立を条件として、公開買付期間の末日の翌日にペンタックス新株

予約権を消却する旨が、対象者の取締役会で決議されていること、及び本公開買付けが成立し、

公開買付者がペンタックス新株予約権を取得したとしてもこれを行使することができないことに平

成 19 年５月 31 日に締結した経営統合に関する合意書で合意し、またこれに鑑み、本公開買付け

におけるペンタックス新株予約権１個当たりの買付価格を１円とすることに合意いたしました。その

後、公開買付者は、平成 19 年７月２日の代表執行役の決定により、本公開買付けにおけるペンタ

ックス新株予約権１個当たりの買付価格を１円といたしました。 

 

対象者の取締役会は、本公開買付けに関する意見を検討するにあたり、第三者算定機関であ

るみずほ証券株式会社より対象者の株式等の価値に関する算定報告書を取得しました。同報告

書では、対象者の株式価値について、DCF 法及び類似企業比較法の各手法を用いるとともに、

市場株価をベースにした分析を加味して総合的に評価されています。また、対象者の取締役会

は森・濱田松本法律事務所の助言を受け、その上でこれらの情報を参考にして、対象者の企業

価値及び株主利益の観点から本公開買付けにつき十分な協議を行った結果、本公開買付けの

諸条件は妥当であると判断し、本公開買付けに賛同することを取締役会の全員一致で決議しまし

た。 

 

③ 算定機関との関係 

関連当事者には該当しません。 
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（5） 買付予定の株券等の数 

株式に換算した買付予定数 株式に換算した超過予定数 
株式に換算した買付予定数及び 

超過予定数の合計 

67,740,000(株) ―(株) ―(株) 

（注1） 株式に換算した買付予定数（買付予定数）の 67,740,000 株は、対象者の平成 19 年３月 31 日現在の

発行済株式総数（127,925,007 株）から対象者の保有する自己株式 138,164 株を除き、ペンタックス新

株予約権付社債 4,136 百万円に付された新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある

対象者の普通株式の 大数 7,684,530 株を加えた数（135,471,373 株）の約 50.00％に相当します。応

募株券等の総数が買付予定数（67,740,000 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数（67,740,000 株）以上の場合には、応募株券等の全部の

買付けを行います。なお、公開買付期間末日における応募株券等の総数の計算に際しては、ペンタッ

クス新株予約権付社債については、その発行要項に基づき公開買付期間の末日現在有効な転換価

額を用いて株式に換算します。 

（注2） 公開買付期間の末日までに、ペンタックス新株予約権付社債に付された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普通株式も本公開買付けの対象とし

ます。 

（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

場合は、株券の提出は必要ありません。）。 

（注4） 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。 

 

（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 
1 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 
67,740 個

（買付け等後における株券等所有割合

50.00%）

対象者の総株主の議決権の数 127,368 個  

（注1） 「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、買付予定数（67,740,000 株）に係る議決権の数です。 

（注2） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者の平成 19 年３月期（第 77 期）有価証券報告書（平成 19

年６月 28 日提出）記載の平成 19 年３月 31 日現在の総株主の議決権の数です。但し、「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、同有価証

券報告書記載の単元未満株式のうち単元未満自己株式を除いた 418,843 株に係る議決権の数 418

個、ペンタックス新株予約権付社債 4,136 百万円に付された新株予約権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普通株式の 大数 7,684,530 株に係る議決権の数 7,684 個を加算した

135,470 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。なお、ペンタックス新株予約権

200,000,000 個も本公開買付けの対象となっておりますが、ペンタックス新株予約権には譲渡制限が

付されており、かつ、対象者は、ペンタックス新株予約権を本公開買付けに応募させない旨を公開買

付者と合意しているため、ペンタックス新株予約権及びペンタックス新株予約権の行使により発行又は

移転される普通株式を公開買付者が実際に取得する可能性はほとんどありません。しかるに、ペンタッ

クス新株予約権の行使により発行又は移転されうる対象者の普通株式の数は 200,000,000 株と非常に

多く、これを買付予定数に加算して表示を行うと本公開買付けの実態と乖離した株主及び投資家の皆

様に極めて判りにくい表示となることから、上記計算に際しては、ペンタックス新株予約権 200,000,000

個の行使により発行又は移転される普通株式に係る議決権の数は加算しておりません。ペンタックス

新株予約権 200,000,000 個の行使により発行又は移転される普通株式の 大数に係る議決権を加算

した場合の「対象者の総株主の議決権の数」は 335,470 個となります。 

（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３位を四捨五入しています。なお、ペンタックス新株予約権 200,000,000 個の行使により発

行又は移転される普通株式の 大数に係る議決権を加算した場合の「対象者の総株主の議決権の
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数」を分母として「買付け等後における株券等所有割合」を計算すると、20.19％となります。 

（注4） 買付予定数の 67,740,000 株は、対象者の平成 19 年３月 31 日現在の発行済株式総数（127,925,007

株）から対象者の保有する自己株式 138,164 株を除き、ペンタックス新株予約権付社債 4,136 百万円

に付された新株予約権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普通株式の 大数

7,684,530 株を加えた数（135,471,373 株）の約 50.00％に相当します。応募株券等の総数が買付予定

数（67,740,000 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

数が買付予定数（67,740,000 株）以上の場合には、応募株券等の全部の買付けを行います。なお、公

開買付期間末日における応募株券等の総数の計算に際しては、ペンタックス新株予約権付社債につ

いては、その発行要項に基づき公開買付期間の末日現在有効な転換価額を用いて株式に換算しま

す。 

（注5） 公開買付者は、応募株券等の総数が買付予定数（67,740,000 株）以上の場合には、応募株券等の全

部の買付け等を行いますので、「買付け等を行った後における株券等所有割合」は 大で 100.00％と

なる可能性があります。但し、ペンタックス新株予約権 200,000,000 個も本公開買付けの対象となって

いるものの、ペンタックス新株予約権には譲渡制限が付されており、かつ、対象者は、ペンタックス新

株予約権を本公開買付けに応募させない旨を公開買付者と合意しているため、ペンタックス新株予約

権及びペンタックス新株予約権の行使により発行又は移転される普通株式を公開買付者が実際に取

得する可能性はほとんどありません。 

 

（7） 買付代金 

52,159,800,000 円（予定） 

(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において、買付予定数（67,740,000

株）を取得したときに要する金額を記載しています。応募株券等の総数が買付予定数（67,740,000 株）以

上の場合には応募株券等の全部の買付け等を行いますので、対象者の平成 19 年３月期（第 77 期）有価

証券報告書（平成 19 年６月 28 日提出）記載の平成 19 年３月 31 日現在の発行済株式総数 127,925,007

株及びペンタックス新株予約権付社債 4,136 百万円に付された新株予約権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普通株式の 大数 7,684,530 株の合計 135,609,537 株から、対象者の保有す

る自己株式 138,164 株及び公開買付者が所有する対象者の普通株式 1,000 株を除いた 135,470,373 株

並びにペンタックス新株予約権 200,000,000 個全てを買い付けた場合の買付代金は 104,512,187,210 円

となります。 

 

（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 

三菱ＵＦＪ証券株式会社    東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 

 

   ②決済の開始日 

平成 19 年８月 14 日（火曜日） 

(注) 法第 27 条の 10 第３項の規定により買付け等の期間が延長された場合は、平成 19 年８月 22 日（水曜日）

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に関する通知書を応募株主等

(外国人株主等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。買い付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外

国人株主等の場合はその常任代理人)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(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金しま

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（67,740,000 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数（67,740,000 株）以上の場合には、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（以下「令」といいます。）第 14 条第１項第１号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第２

号イ、第３号イ乃至チ、第４号、第５号並びに同条第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。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 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、法第 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。 

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。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。契約の解除をされる場合は、公開買付期間の末日の 16 時 00 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上、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。

契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。

但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の16 時00分までに公開買付代理人に

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 

公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の６及び令第13条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、その変更等の内容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。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 

公開買付者が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
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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 

公開買付届出書、公開買付説明書その他これらに関連する資料の配布は、一定の法域に

おいては法律により制約される場合があります。公開買付届出書、公開買付説明書その他これ

らに関連する資料を入手する者は、かかる制約について自ら了知しこれを遵守することが、公

開買付者により要求されます。 

 

（10）公開買付開始公告日     平成 19 年７月３日（火曜日） 

 

（11）公開買付代理人        三菱ＵＦＪ証券株式会社 

 

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 

本公開買付けについては、対象者の取締役会より賛同を得ております。 

当社と対象者は、平成 19 年５月 31 日付けで大要次の事項を内容とする経営統合に関する合

意書（平成 19 年６月 15 日付け変更契約書により変更。以下変更後の同合意書を「本合意書」と

いいます。）を締結しております。 

― 公開買付け 
 本公開買付けの成立を条件として、本公開買付けの期間の末日の翌日に、ペンタックス

新株予約権の全てを対象者が無償で取得しかつ消却する旨が対象者取締役会において

決議されていること、対象者取締役会において本公開買付けに賛同する旨が決議されてい

ること、本合意書において両者間で合意された各議案を平成 19 年６月に開催される対象

者の定時株主総会に上程する旨が対象者の取締役会において承認されていること、等の

条件が全て充足したことを条件として、公開買付者は、本公開買付けを開始する。 
 本公開買付けにおける対象者普通株式１株の買付価格は 770 円とするが、対象者の第

77 期定時株主総会で、第 77 期の剰余金の配当額が１株につき７円を上回る金額で承認さ

れた場合は、７円を超過して決議された剰余金の配当額に相当する金額分を 770 円から控

除した金額（１円未満の端数が生ずる場合は１円未満を四捨五入した整数とする。）を買付

価格とする。 
 ペンタックス新株予約権付社債１個の買付価格は、1,433,056 円とするが、対象者の第

77 期の剰余金の配当額が１株につき７円を上回る金額で承認された場合は、各社債の発

行価額である 1,005,000 円をその転換価額である金 540 円で除した数に対象者普通株式

１株の買付価格を乗じた金額（１円未満の端数が生ずる場合は１円未満を四捨五入した整

数とする。）とする。 
― 事業運営 

 対象者は、通常の業務の範囲内でその事業の運営を営む。 
― 経営統合 

 本公開買付けが成立した場合、税務・会計上の影響、米国証券法上の継続開示義務の

有無、第三者との契約関係等を勘案し、対象者と協議の上で、公開買付者を完全親会社と

し対象者を完全子会社とする株式交換等の組織再編取引等、適切な方法により経営統合

を行う。 
― 排他的交渉義務 

 公開買付者及び対象者は、各々、第三者との間で、その締結又は実行により公開買付者
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と対象者との経営統合に実質的な支障を来たす、第三者による資本参加、資産の全部又

は一部の譲渡、募集株式の募集、事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、及び株式移転

を締結、実行、提案又は勧誘してはならない。ただし、所定の手続を経て第三者の提案の

条件が明らかに本公開買付けの条件を上回ると対象者が合理的に判断した場合は、対象

者は解約金 10 億円を公開買付者に支払った上で本合意書を解除することができる。 
― 違約金 

 公開買付者又は対象者が、本合意書の有効期間中に排他的交渉義務その他本合意書

に定める一定の義務に違反した場合、本合意書終了後３ヶ月が満了する日以前に第三者

との間で競合取引に関する契約その他の合意を行った場合（但しかかる競合取引が本合

意書に定める排他的交渉義務に違反する行為に起因するものではない旨を当該当事者が

立証した場合を除く。）その他所定の場合には、他方当事者は一定の費用に 30 億円の違

約金を加算した金額を請求することができる。 
 

また、当社と対象者が、平成 18 年 12 月 21 日付けで締結した「合併に関する基本合意書」（基

本合意書）は平成 19 年５月 31 日をもって失効いたしましたが、基本合意書中、以下の事由につ

いては本日現在も効力が存続しております。 

― 解約金 

 公開買付者又は対象者が、基本合意書の有効期間中に一定の排他的交渉義務に違反

した場合、基本合意書終了後３ヶ月が満了する日以前に第三者との間で競合取引に関す

る契約その他の合意を行った場合（但しかかる競合取引が基本合意書に定める排他的交

渉義務に違反する行為に起因するものではない旨を当該当事者が立証した場合を除く。）

その他所定の場合には、他方当事者は一定の費用と 30 億円の解約金を請求することがで

きる。かかる請求のうち平成 19 年５月 31 日時点で既に発生している事由に起因して、上記

合意に基づき発生する請求権は平成 19 年５月 31 日以降も存続する。 
 

（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、公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたもの

ではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず当社が作成する公開買付説明書をご覧頂いた上で、株主ご自身の

判断で申込みを行って下さい。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に

該当する、又はその一部を構成するものではなく、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

開買付けに係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。 

このプレスリリースには、ペンタックス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

を記載しております。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。 

国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる

場合はそれらの制限に留意し、遵守して下さい。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、仮にこのプ

レスリリースが受領されても、本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことに

はならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。 


