
 

 
平成 19 年 10 月４日 

各 位 

プリヴェ企業投資ホールディングス株式会社 

代表取締役 松村 謙三 

（コード番号 6720 東証第 2部） 

問合せ先 取締役 辻 一馬 

（TEL.03-5521-1151） 

 

 

（訂正） 「イー・レヴォリューション株式会社との同社の企業再生に向けた基本合意

等締結、公開買付けの開始、同社第三者割当増資の引受け及び同社との合併

に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

平成 19 年９月 27 日に公表した「イー・レヴォリューション株式会社との同社の企業

再生に向けた基本合意等締結、公開買付けの開始、同社第三者割当増資の引受け及び同

社との合併に関するお知らせ」の一部を訂正いたしましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付し、 後に全文を掲載しております。 

 

Ｐ１ 前文 

【訂正前】 

当社は、平成 19 年 9 月 27 日開催の取締役会における承認に基づき、イー・レヴォリュ

ーション株式会社（JQ：コード 4233。以下、「対象者」という。）の企業再生に向けて同

社が会社分割により新設する事業会社に全事業を承継して持株会社（以下、「本持株会社」

という。）となったのち、平成 20 年４月１日を期日として、当社と本持株会社が合併（以

下、「本合併」という。）すること、並びに本合併に先立ち、当社が対象者株式を公開買付

け（以下、「本公開買付け」という。）により取得すること及び対象者からの第三者割当増

資（以下、「本第三者割当増資」という。）の引受けにより対象者を当社の連結子会社とす

ることを内容とする「基本合意書」及び「覚書」を対象者と締結いたしましたので、お知

らせいたします。なお、本合併は、株主総会の承認を条件としております。 

 

【訂正後】 

当社は、平成 19 年 9 月 27 日開催の取締役会における承認に基づき、株式会社タカラト

ミーの持分法適用関連会社であるイー・レヴォリューション株式会社（JQ：コード 4233。

以下、「対象者」という。）の企業再生に向けて同社が会社分割により新設する事業会社に

全事業を承継して持株会社（以下、「本持株会社」という。）となったのち、平成 20 年４

月１日を期日として、当社と本持株会社が合併（以下、「本合併」という。）すること、並

びに本合併に先立ち、当社が対象者株式を公開買付け（以下、「本公開買付け」という。）

により取得すること及び対象者からの第三者割当増資（以下、「本第三者割当増資」とい

う。）の引受けにより対象者を当社の連結子会社とすることを内容とする「基本合意書」

及び「覚書」を対象者と締結いたしましたので、お知らせいたします。なお、本合併は、

株主総会の承認を条件としております。 
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Ｐ１ １．本件の目的 （公開買付けを実施する背景及び理由） 

【訂正前】 

一方、株式会社ジャスダック証券取引所（以下、「ジャスダック」という。）市場に上場

している対象者は、昭和 37 年の創業以来、ウィンドーフィルムなどカー用品の製造販売

を営んでおり、平成 15 年 11 月に株式会社タカラ（現・株式会社タカラトミー）との資本

提携後においては、雑貨・玩具等のライフエンターテイメントを新たな事業領域に加え、

事業展開を行っております。 

 

【訂正後】 

一方、株式会社ジャスダック証券取引所（以下、「ジャスダック」という。）市場に上場

している対象者は、昭和 37 年の創業以来、ウィンドーフィルムなどカー用品の製造販売

を営んでおり、平成 15 年 11 月に株式会社タカラ（現・株式会社タカラトミー）との資本

提携後においては同社の持分法適用関連会社として、雑貨・玩具等のライフエンターテイ

メントを新たな事業領域に加え、事業展開を行っております。 

 

Ｐ４ １．本件の目的 （本公開買付け実施後の組織再編の方針） 

【訂正前】 

本公開買付けにあたり、対象者の筆頭株主である株式会社タカラトミーから同社の保有

する対象者株式 1,198,000 株（対象者の発行済株式総数の約 9.90％）以上について、本

公開買付けに応募する旨の同意を得ております。 

 

【訂正後】 

対象者は、株式会社タカラトミーの持分法適用関連会社であります。本公開買付けにあた

り、対象者の筆頭株主である株式会社タカラトミーから同社の保有する対象者株式

1,198,000 株（対象者の発行済株式総数の約 9.90％）以上について、本公開買付けに応募

する旨の同意を得ております。 

 

 

以 上
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平成 19 年 10 月４日 

各 位 

プリヴェ企業投資ホールディングス株式会社 

代表取締役社長 松村 謙三 

（コード番号 6720 東証第 2部） 

問合せ先 取締役 辻 一馬 

（TEL.03-5521-1151） 

 

 

イー・レヴォリューション株式会社との同社の企業再生に向けた基本合意等締結、 

公開買付けの開始、同社第三者割当増資の引受け及び同社との合併に関するお知らせ 
 

当社は、平成 19 年 9 月 27 日開催の取締役会における承認に基づき、株式会社タカラトミ

ーの持分法適用関連会社であるイー・レヴォリューション株式会社（JQ：コード 4233。以

下、「対象者」という。）の企業再生に向けて同社が会社分割により新設する事業会社に全

事業を承継して持株会社（以下、「本持株会社」という。）となったのち、平成 20 年４月１

日を期日として、当社と本持株会社が合併（以下、「本合併」という。）すること、並びに

本合併に先立ち、当社が対象者株式を公開買付け（以下、「本公開買付け」という。）によ

り取得すること及び対象者からの第三者割当増資（以下、「本第三者割当増資」という。）

の引受けにより対象者を当社の連結子会社とすることを内容とする「基本合意書」及び「覚

書」を対象者と締結いたしましたので、お知らせいたします。なお、本合併は、株主総会

の承認を条件としております。 

 

記 

 

１．本件の目的 

（公開買付けを実施する背景及び理由） 

当社グループは、当社を持株会社として連結子会社８社で構成されており、主に上場

株式等投資事業、ファンド事業及び企業再生関連投資事業を営んでおります。 

企業再生関連投資事業とは、買収等により経営権を取得した会社に対し、当社グルー

プが経営に直接参画することにより、経営・財務等の戦略の立案、経営管理体制の整備

などの経営・事業の改善を行い、当該会社の企業価値向上を図る事業であります。 

当社グループはこれまで企業再生関連投資事業において、静岡日産自動車株式会社、

三河日産自動車株式会社、神田通信工業株式会社におけるネットワーク事業部門の企業

再生を果たしてまいりました。また、改善の目途がつき企業再生を成し得た企業につい

ては、第三者へ株式を譲渡するなどして投資実績をあげております。 

この企業再生関連投資事業で蓄積してきた豊富なノウハウを上場株式等投資事業及

びファンド事業に活かし、隠れた優良資産をもつ会社や将来的に明るい展望をもつ会社

等を調査・発掘し、投資を行い、その後株主として投資対象会社に対し経営改革等の提

案を行うことによっても、投資対象会社の企業価値向上を図っております。 

 

一方、株式会社ジャスダック証券取引所（以下、「ジャスダック」という。）市場に上

場している対象者は、昭和 37 年の創業以来、ウィンドーフィルムなどカー用品の製造

販売を営んでおり、平成 15 年 11 月に株式会社タカラ（現・株式会社タカラトミー）と

の資本提携後においては同社の持分法適用関連会社として、雑貨・玩具等のライフエン
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ターテイメントを新たな事業領域に加え、事業展開を行っております。 

しかしながら、対象者はここ数年、カー用品のアフターマーケット縮小の影響を受け

て売上高が減少するなど厳しい経営環境にあり、この状況を打開すべく、平成 18 年 12

月「平成 18～20 年度中期経営計画（企業再生計画）」を策定し、グループ全体で事業領

域とポジショニングの明確化を図るとともに、人員削減も含めたコスト削減等の構造改

革を進めておりましたが、売上の低迷と滞留在庫の処分等により平成 19 年３月期は連

結営業損失 917 百万円、連結当期純損失 929 百万円という結果となっております。 

 

かかる対象者の状況の下、当社は、対象者から対象者の企業価値を向上させるための

経営参画及び財務支援の要請を受け、対象者との資本・事業提携について検討を開始い

たしました。 

当社は対象者の事業内容、事業規模等を検証していく中で、これまで企業再生関連投

資事業において蓄積してきた企業再生に関するノウハウや高度な専門的知識を有する

人材を多数擁しており、これらの経営資源を対象者に提供することで、対象者が推進す

る「平成 18～20 年度中期経営計画（企業再生計画）」を柱とした再生計画の早期実現を

図るとともに、新規事業の創出などによりさらなる収益の拡大を図ることが可能である

という結論に達しました。 

なお、対象者の企業再生にあたっては、一貫した理念と方針に基づき、中長期的な視

野に立脚した経営戦略を、短期的な業績変動や少数株主からの短期的な要望などに左右

されることなく、迅速かつ効率的に実行する体制を整備することが必須であり、そのた

めには対象者の企業再編を含む改革を実行することも必要であると考えます。 

 

そこで当社は、対象者の経営及び業務執行等の実態を適切に把握し、円滑に企業再生

支援を行うためには、当社がこれまで行ってきたように対象者を当社のグループ会社と

し、資本関係を構築した上で、対象者に対して当社が保有する経営資源を投入し、対象

者の役員及び従業員と共に対象者及び当社グループの企業価値向上を目指していく必

要があると判断し、まず本公開買付けを実施することといたしました。 

 

また同時に、早急に対象者の財務基盤の安定化を図る必要性がある状況に鑑みて、対

象者が行う本第三者割当増資を当社が引受けることといたしました。 

対象者は、平成 19 年９月 27 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同を表明

する旨の決議をするとともに、本公開買付けの買付け等の期間終了後の平成 19 年 11 月

１日を払込期日とする第三者割当による募集株式の発行（普通株式 16,666,000 株、一

株当たり 60 円）を決議し、当社に発行される全株式を割り当てる旨を決議しておりま

す。なお、対象者の取締役会長である佐藤慶太氏は、対象者の筆頭株主であり同社の保

有する対象者株式1,198,000株以上について本公開買付けに応募する旨同意している株

式会社タカラトミーの取締役副社長であるため、上記取締役会において、本公開買付け

に賛同を表明する旨の決議には、特別利害関係人として参加しておりません。 

 

（本公開買付け実施後の経営方針等） 

当社は、対象者の経営陣及び従業員のこれまでの経験とノウハウを尊重し、かつ、こ

れらの資源を十分に活用するとともに、当社の有する企業再生のノウハウ、人材の提供

等を行うことにより、対象者の策定した再生計画の早期実現を図るとともに、主に以下

の施策を実行し、対象者の企業価値向上を目指してまいります。 

① 財務体質の強化 
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② 在庫管理、販売管理の徹底 

③ 役員及び従業員の士気向上施策の実施 

④ 新規事業の展開による新たな収益基盤の確立 

⑤ 物流など当社グループ既存セグメントとのシナジーの追求 

⑥ コーポレート・ガバナンスの徹底 

 

（本公開買付け実施後の組織再編の方針） 

当社は、平成 16 年４月１日に日産自動車株式会社より静岡日産自動車株式会社を買収

し子会社化した結果、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）において「新

規上場審査基準に準じた審査を受けるための猶予期間」（以下、「猶予期間」という。）

入り銘柄の指定を受けました。猶予期間は平成 16 年４月 1 日から平成 20 年３月 31 日

までであり、この期間内に新規上場審査基準に準じた審査に適合した場合には、猶予期

間入り銘柄から解除されることとなっております。当社は、猶予期間の解除に向けて収

益力の向上、財務基盤の安定化、コーポレート・ガバナンスの強化等に積極的に取組ん

でまいりましたが、平成 19 年３月期の連結業績が赤字の見通しとなったことで、平成

18 年３月期を基準とした審査においては猶予期間入り銘柄からの解除には至りません

でした。当社は、平成 20 年６月下旬に平成 20 年３月期を基準年度とした審査の申請を

行うことを想定し、利益基準を満たし、審査に適合するよう鋭意努力中でありますが、

このような当社の状況において、当社が対象者株式を取得し、対象者を当社の子会社と

した場合に、対象者の株主様、取引先様などを初めとする利害関係者が抱くであろう当

社株式への不安や市場に与える影響等を鑑み、当社としては対象者の信用基盤を堅持し

つつ、確実に対象者の企業再生を果たす必要があるものと判断いたし、当社と対象者と

の間で協議・検討を重ねた結果、両社の投資家保護の観点から株式の流動性を確保する

必要があるという両社の認識に至り、そのための数々の手法を模索した結果、対象者を

存続会社、当社を消滅会社とする合併を行うことが 善であるとの結論に達しました。 

但し、再生支援体制を築くとともに当社の事業再生成果を明確に顕すためには、合併

に先立ち、①再生の対象となる対象者の全事業を会社分割（以下、「本会社分割」とい

う。）により完全子会社（以下、「事業子会社」という。）に移転することで対象者を持

株会社化し、その後、②本合併するという2段階の実務を経ることがよいものと判断し、

本公開買付け並びに本第三者割当増資が実行されることを条件に、平成 20 年４月１日

を効力発生日とした本合併に向け、平成 19 年９月 27 日に対象者との間で「基本合意書」

及び「覚書」を締結するに至りました。 

 

上記「基本合意書」及び「覚書」において、当社と対象者は、対象者が平成 20 年４

月１日を効力発生日として本合併に先立ち本会社分割を実施し、その後同日付をもって

本合併を実施する方針である旨を合意しております。これにより今後、当社と対象者は

本会社分割及び本合併の実現に向けて継続的に協議を進めてまいる予定です。 

 

本持株会社は、引続きジャスダック市場での上場を維持しながら、完全子会社となっ

た事業子会社に対して、企業再生支援を円滑に実施することが可能な体制を取りつつ、

所期の目的達成を目指す体制を構築することとなります。 

なお、本公開買付けに応募しなかった株主が保有する対象者株式については、同日付

をもって実行される本会社分割及び本合併により存続会社として引続きジャスダック

市場に上場する本持株会社の株式となります。 
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本会社分割により完全子会社となった事業子会社の役員には、現在の対象者の役員が

全員就任する予定であり、加えて当社が任命する者１名を監査役として就任させる予定

です。また、本持株会社の役員には、当社役員の全員及び対象者役員のうち佐藤慶太氏

及び細屋憲雄氏が就任する予定です。 

 

本会社分割及び本合併の完了後も、本持株会社は引続きジャスダック市場での上場を

維持することになりますが、本持株会社はジャスダックにおける「新規上場審査基準に

準じた審査を受けるための猶予期間」（以下、「ジャスダック猶予期間」という。）入り

銘柄の指定を受けることが見込まれております。ジャスダック猶予期間入りの指定時期

及びジャスダック猶予期間については、現時点では未定でありますが、例えジャスダッ

ク猶予期間中であっても株式の売買はこれまでどおり可能であり、企業活動にも何ら支

障はございません。また、本持株会社は速やかに新規上場審査基準に準じた審査の申請

を行う予定であり、早急にジャスダック猶予期間入り銘柄から解除されるよう対処する

所存であります。 

なお、ジャスダック猶予期間が終了した時点において新規上場審査基準に準じた審査

が終了していない場合、その翌日から本持株会社株式は監理ポストへ割当てられ、投資

者への周知が図られることとなりますが、当社は対象者と協力し、ジャスダック猶予期

間内に新規上場審査基準に準じた審査に適合するよう努力いたします。 

また、当社は本合併により消滅会社となりますが、テクニカル上場申請（注）により、

引続き東証上場を維持することも今後検討してまいります。しかしながら、利益基準等

の充足状況によっては当該申請を見送る可能性もあります。その場合には、通常の合併

における消滅会社株式の取扱いと同様、合併期日の５営業日前が東証における当社株式

の 終取引日となり、その翌日が上場廃止日となる見込みですが、本合併により当社株

主の皆様にはジャスダック市場に上場する本持株会社の株式が割当てられることとな

りますので、合併期日以降は本持株会社の株式をもってジャスダック市場でお取引いた

だくことができます。 

 

（注）テクニカル上場申請とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散

する等の場合において、その非上場会社が発行する株券等について、株券上場

廃止基準に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認

める制度です。（出所：「合併等対価の柔軟化に係る会社法の施行等に伴う株券

上場審査基準等の一部改正について」 平成 19年６月 28日 東京証券取引所）。 

 

対象者は、株式会社タカラトミーの持分法適用関連会社であります。本公開買付けに

あたり、対象者の筆頭株主である株式会社タカラトミーから同社の保有する対象者株式

1,198,000 株（対象者の発行済株式総数の約 9.90％）以上について、本公開買付けに応

募する旨の同意を得ております。 

 

（合併比率） 

本合併における合併比率については、当社は第三者算定人である日興コーディアル証

券株式会社（以下、「日興」という。）に、対象者は第三者算定人であるアビーム M&A コ

ンサルティング株式会社（以下、「アビーム」という。）に合併比率の算定を依頼し、そ

の算定結果を参考として両社間で協議した結果、当社の普通株式１株に対して対象者の

普通株式 0.695 株を交付することで合意しております。 

但し、この合併比率は、基本合意書締結日以降当社及び対象者の事業及び財務状況に、
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本会社分割による変更を除く重要な変更がないことを前提としており、 終的な合併比

率は平成 20 年１月下旬締結予定の合併契約締結時に決定される予定です。 

 

なお、上記第三者算定人による算定結果の概要は以下のとおりです。 

日興は、当社及び対象者について、市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・

フロー法（以下、「DCF 法」という。）及び類似上場企業比較法による検証を行った結果、

対象者の予想利益等が赤字であるため利益指標に関する評価を参考とすることができ

ないことから、類似上場企業比較法は市場価格形成の妥当性を補完する目的のみに用い、

終的に市場株価法及び DCF 法に基づき合併比率を算定いたしました。 

市場株価法では、平成 19 年９月 21 日を基準日として、１ヶ月及び３ヶ月の終値平均

値を採用しております。その結果、市場株価法による合併比率は 1：0.549～0.969 と算

定いたしました。 

DCF 法では、当社及び対象者が将来獲得すると期待されるキャッシュ・フローを一定

の割引率で現在価値に割引くことにより評価しましたが、対象者株式については DCF 法

による算定結果が０円であったため、DCF 法による合併比率を算定することは出来ませ

んでしたが、対象者は市場株価法、当社は DCF 法を採用して評価した合併比率は 1：0.695

～1.231 と算定いたしました。 

なお、日興は、合併比率の算定に際して、当社及び対象者から提供を受けた情報及び

一般に公開された情報、並びに財務、経済及び市場に関する指標等を用い、独自の調査・

検証等を行っておりません。当社及び対象者の将来の事業計画や財務予測については現

時点における 善の予測と判断に基づき合理的に作成されていることを前提として作

成しております。 

一方アビームは、当社及び対象者が上場していることから市場株価法を採用し、当社

に関しては、類似会社比準法を参考にしております。また、多面的な評価を行う観点か

ら、当社及び対象者に関して DCF 法、但し、当社グループの上場株式等投資事業は DCF

法ではなく時価純資産法を採用し、合併比率の分析・評価を実施しています。 

類似会社比準法による評価を当社については実施しましたが、対象者については、適

切な類似会社が存在しないことから類似会社比準法による評価は行わず、当社における

類似会社比準法による評価額は他の評価方法を検証するための参考として位置づけて

おります。その結果、市場株価法による合併比率は 1：0.567～0.910、DCF 法を採用し

て評価した合併比率は 1：1.962～2.349 と算定いたしました。 

 

（上場廃止の有無について） 

本公開買付けは買付予定の株券等の数に上限を設けておりますので、本公開買付けの

後も対象者株式はジャスダック市場の上場を維持する予定ですが、前述のとおり本公開

買付け後に予定されている本会社分割及び本合併の実施により、本持株会社株式が上場

の対象となる予定です。 
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〔スキーム概要図〕 

① 公開買付け及び第三者割当増資の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 対象者における持株会社化 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 合併

当社 
（持株会社） 

取得合計議決権数 
62.98％～66.00％ 

対象者 神田通信工業㈱
東武運輸 
プリヴェ㈱ プリヴェ証券㈱ 

ﾌﾟﾘｳﾞｪｷｬﾋﾟﾀﾙ

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 

第三者割当増資引受け 
（議決権の 57.76％を取得）

対象者（持株会社） 
〔分割会社〕 

事業子会社（新設会社） 
〔承継会社〕 

対象者 100％ 

対象者（持株会社） 
〔存続会社〕 

事業子会社 

当社 
〔消滅会社〕 

ﾌﾟﾘｳﾞｪｷｬﾋﾟﾀﾙ

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ プリヴェ証券㈱ 
東武運輸 
プリヴェ㈱ 神田通信工業㈱

合 併

100％ 83.3％ 100％ 100％ 

公開買付け（ 小で議決権の 4.22％を取得） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神田通信工業㈱

東武運輸 
プリヴェ㈱ プリヴェ証券㈱

ﾌﾟﾘｳﾞｪｷｬﾋﾟﾀﾙ

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 事業子会社 

本持株会社 
（仮称、プリヴェ ファンド グループ㈱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）当社の子会社は主なもののみ記載しております。 
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２．本件の日程（予定） 

平成 19 年９月 27 日（木） 基本合意書及び覚書締結承認、公開買付け実施、第三

者割当増資引受け決議取締役会 

 基本合意書及び覚書締結 

平成 19 年９月 28 日（金） 公開買付開始公告、公開買付期間の開始 

平成 19 年 10 月 26 日（金） 公開買付期間の末日 

平成 19 年 10 月 27 日（土） 公開買付結果の公表 

平成 19 年 11 月 1 日（木） 公開買付けの決済の開始日 

 第三者割当増資の払込期日 

平成 19 年 12 月下旬 臨時株主総会基準日 

平成 20 年１月下旬 合併契約書締結 

平成 20 年２月下旬 合併承認臨時株主総会 

平成 20 年４月１日（火） 合併の予定日（効力発生日） 

平成 20 年４月１日（火） 合併登記の予定日 

 

３．対象者の概要 

(1)商 号 イー・レヴォリューション株式会社 

(2)事 業 内 容 カー用品、生活雑貨、家電、アウトドアスポーツの

製商品販売 

(3)設 立 年 月 日 昭和 37 年 8 月 10 日 

(4)本 店 所 在 地 東京都千代田区神田岩本町２番地 

(5)代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 久保 亮三 

(6)資 本 金 1,136,085,000 円（平成 19 年９月 27 日現在） 

(7)決 算 期 ３月 31 日 

(8)従 業 員 数 連結 102 名、単体 65 名（平成 19 年３月 31 現在） 

(9)主 な 事 業 所 大阪、福岡、名古屋、倉見 

(10)発 行 済 株 式 総 数 12,104,000 株（平成 19 年９月 27 日現在） 

㈱タカラトミー 14.35％

㈲ドリームスオブ D 8.15％

落合正美 4.16％

FPF テクノロジー投資事業組合 3.76％

システムサービス㈱ 3.76％

㈱ネクストジャパン 3.76％

㈲WISH 3.59％

宮嶋正邦 2.45％

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託

口) 

2.24％

(11)大 株 主 及 び 持 株 比 率

（平成 19 年 3月 31 現在）

㈱セガトイズ 1.88％

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。 (12)当社と対象者の関係等

関連当事者へ

の該当状況

該当事項はありません。 

(13) 近事業年度における業績の動向 平成 18 年３月期（単体） 平成 19 年３月期（単体）
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売 上 高 4,014 百万円 2,966 百万円

売 上 総 利 益 1,145 百万円 893 百万円

営 業 利 益 △161 百万円 △654 百万円

経 常 利 益 △182 百万円 △669 百万円

当 期 純 利 益 △552 百万円 △769 百万円

総 資 産 2,497 百万円 2,139 百万円

純 資 産 1,106 百万円 591 百万円

1 株当たり配当金 － －

 

４．公開買付けの概要 

(１) 買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間（以下、「公開買付期間」という。） 

平成 19 年９月 28 日(金曜日)から平成 19 年 10 月 26 日(金曜日)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」という。）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、

公開買付期間は 30 営業日、平成 19 年 11 月９日（金曜日）までとなります。 

(２) 買付け等を行う株券等の種類 普通株式 

(３) 買付け等の価格 １株につき、金 60 円 

(４) 買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の根拠 

本公開買付けにおける買付価格（以下、「買付価格」という。）１株あたり60円は、

当社のフィナンシャル・アドバイザーである日興が提出した株式価値算定書（以下、

「算定書」という。）を参考に決定いたしました。 

日興は対象者の株式価値を算定するにあたり、採用すべき評価方法について、市場

株価法、DCF法及び類似上場企業比較法による検証を行った結果、対象者の予想利益

等が赤字であるため利益指標に関する評価を参考とすることが出来ないことから、類

似上場企業比較法は市場価格形成の妥当性を補完する目的のみに用い、 終的に市場

株価法及びDCF法に基づき株式価値を算定いたしました。 

算定書による対象者の株式価値は、市場株価法では65円から82円、対象者が作成し

た事業計画に基づき算定したDCF法ではマイナス数値となったため結果として０円と

示されておりました。 

当社は、算定書の算定結果を参考に、対象者に対して行った会計・法務に関するデ

ュー・ディリジェンスの結果、本第三者割当増資を引受けることによる対象者の財務

の強化、及び、当社がこれまで蓄積してきた企業再生におけるノウハウを対象者に提

供することによる対象者再生計画の早期実現の見込み等を勘案し、かつ本合併に向け

た対象者との協議・交渉結果等も踏まえて、 終的な買付価格を60円と決定いたしま

した。 

なお、買付価格 60 円は、本公開買付けの開始を決議した日の前営業日（平成 19 年９

月 26 日）の終値、また同日までの過去１ヵ月間、３ヶ月間のジャスダックにおける対

象者株式の終値平均に対して、それぞれ約 3.45％プレミアム、約 5.62％ディスカウン

ト、約 26.19％ディスカウントした額（小数点以下第３位を四捨五入）に相当します。 

② 算定の経緯 

当社は平成19年６月頃、対象者から対象者の企業価値を向上させるための経営参画

及び財務支援の要請を受け、対象者との資本・事業提携について検討を開始いたしま

した。 
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その結果、対象者の経営及び業務執行等の実態を適切に把握し、円滑に企業再生支

援を行うためには、当社がこれまで行ってきたように対象者を当社のグループ会社と

し、資本関係を構築した上で、対象者に対して当社が保有する経営資源を投入し、対

象者の役員及び従業員と共に対象者及び当社グループの企業価値向上を目指してい

く必要があると判断し、本公開買付けを実施することとし、以下の経緯により買付価

格の決定をいたしました。 

1）算定の際に意見を徴収した第三者算定人 

当社は、公開買付けにおける買付価格を決定するにあたり、当社のフィナンシャル・

アドバイザーである日興に対して平成19年7月に対象者の株式価値算定を依頼し、平

成19年９月26日に算定書を受領しました。 

2）第三者算定人の意見 

日興は対象者の株式価値を算定するにあたり、採用すべき評価方法について、市場

株価法、DCF法及び類似上場企業比較法による検証を行った結果、 終的に市場株価

法及びDCF法に基づき株式価値を算定いたしました。 

算定書による対象者の株式価値は、市場株価法では65円から82円、DCF法０円と示さ

れておりました。 

3）当該意見を踏まえて買付価格決定を決定するに至った経緯 

当社は、算定書の算定結果を参考に、対象者に対して平成19年６月27日から８月14

日で行った会計・法務に関するデュー・ディリジェンスの結果、対象者に対する再生

支援の内容等を勘案し、かつ本合併に向けた対象者との協議・交渉結果等も踏まえて、

平成19年９月27日の当社取締役会において 終的な買付価格60円を決定いたしまし

た。 

4）買付価格の公正性を担保し利益相反を回避する措置 

対象者は、対象者とは独立した第三者算定機関であるアビームより、当社とは別個

の株式価値算定書を取得、検証したうえで、平成 19 年９月 27 日開催の取締役会にお

いて、本公開買付けに賛同する旨の決議をしております。また、対象者の取締役会長

である佐藤慶太氏は、対象者の筆頭株主であり同社の保有する対象者株式 1,198,000

株以上について本公開買付けに応募する旨同意している株式会社タカラトミーの取

締役副社長であるため、上記取締役会において、本公開買付けに賛同を表明する旨の

決議には、特別利害関係人として参加しておりません。 

③ 算定機関との関係 

該当事項はありません。 

 

(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

普 通 株 式 1,198,000 株 856,000 株

合 計 1,198,000 株 856,000 株

(注 1)応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定数」（1,198,000 株。以下、「買付

予定数」という。）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及び「株式に換算した超過予定数」の合計（2,054,000

株。以下、「買付予定総数」という。）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」という。）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。 
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(注 2）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 3）公開買付期間の末日までに平成 13 年改正旧商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21

の規定に基づき発行された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ます。 

(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 －個
（買付け等の前における株券等所有割合 

－％）

買付予定の株券等に係る 

議 決 権 の 数 2,054 個
（買付け等の後における株券等所有割合 

17.56％）

対象者の総株主の議決権の数 10,660 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総数

2,054,000 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 45 期）有価証

券報告書（平成 19 年６月 27 日提出）記載の総株主の議決権です。但し、「買付け等の

前における株券等所有割合」及び「買付け等の後における株券等所有割合」の計算においては、

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、対象者が平成 19

年９月 27日公表の平成 19年９月 27日現在の対象者発行済株式総数 12,104,000 株に

係る議決権の数 12,104 個から、本公開買付けにおいて取得する予定のない対象者の

保有する自己株式（同有価証券報告書記載の 406,687 株）に係る議決権数 406 個を控

除した 11,698 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。 

(注 3）「買付け等の前における株券等所有割合」及び「買付け等の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。 

(注 4)対象者は平成 19 年９月 27 日開催の取締役会において、平成 19 年 11 月１日を払込

期日とする第三者割当による募集株式の発行（普通株式 16,666,000 株）を決議し、

当社は本公開買付けの成立を条件に、当該募集株式の全てを引受けることを予定して

おります。これにより当社は、本公開買付けの買付予定総数 2,054,000 株に係る議決

権の株 2,054 個と、前記募集株式の引受けにより取得予定の議決権の数 16,666 個を

合わせ合計 18,720 個の対象者の総議決権の数を保有し、株券等所有割合 66.00％を保

有する対象者の親会社となる予定です。 

(７) 買付代金   約 123 百万円 

（注）買付予定総数（2,054,000 株）に１株当たりの買付け等の価格を乗じた金額です。

公開買付代理人に支払う手数料、本公開買付けに関する新聞公告及び公開買付説明

書その他必要書類の印刷費等の諸費用等は含まれておりません。 

(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 
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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 11 月１日（木曜日） 

（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は、平成 19 年 11 月 15 日（木曜日）

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。買付けられた株券に係る売却代金は、決済の開始日以

後遅滞なく、日興コーディアル証券株式会社から応募株主等（外国人株主の場合はそ

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 

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総数を超える場合は、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の中から順次、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数を超える場合は応

募株数までの数。）の応募株券等の買付けを行います。但し、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選に

より買付けを行う株主を決定します。 

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。但

し、切上げ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選により買付株数を減少させる株主を決定します。 

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」という。）第 14 条第１項第１号イ乃至リ及びヲ乃至

ソ、第２号、第３号イ乃至チ、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、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 

対象者が本公開買付期間中に、法第 27 条の６第１項第１号の規定により令第 13 条第
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１項に定める行為を行なった場合は、府令第 19 条に定める基準により買付け等の価格

の引下げを行なうことがあります。 

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。 

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、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、公開買付期間の末日の 15 時までに、日興コーディアル証

券株式会社に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

う。）を交付又は送付して下さい。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末

日の 15 時までに、日興コーディアル証券株式会社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に伴う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 

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

米国内から、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
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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、買付け若しくは公開買付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。）。 

(10)公開買付開始公告日 平成 19 年 9 月 28 日（金曜日） 

(11)公開買付代理人 日興コーディアル証券株式会社 

(12)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 

対象者は、平成 19 年９月 27 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同するこ

とを決議しております。なお、対象者の取締役会長である佐藤慶太氏は、対象者の筆頭

株主であり同社の保有する対象者株式1,198,000株以上について本公開買付けに応募す

る旨同意している株式会社タカラトミーの取締役副社長であるため、同取締役会におい

て、本公開買付けに賛同を表明する旨の決議には、特別利害関係人として参加しており

ません。 

当社と対象者は、対象者の企業再生に向け平成 19 年９月 27 日付で、平成 20 年４月

１日を効力発生日とした本合併を含む、次の事項を内容とする「基本合意書」及び「覚

書」を締結しております。 

① 本公開買付けを実施すること。 

② 本第三者割当増資を実施すること。また、対象者は、本第三者割当増資の払込期日

後速やかに、借入金の一部又は全部の返済を行うこと、その後速やかに、当社は返

済金額相当額を同等の条件にて対象者に貸し付けを行うこと。 

③ 本公開買付け及び本第三者割当増資の成立後、平成 20 年４月１日を効力発生日とし

た本会社分割を実施し、事業子会社に当社が任命する者１名を監査役として就任さ

せること。 

④ 本会社分割の効力発生を条件として、当社 0.695 対本持株会社 1 を合併比率とする

本合併を実施し、当社株主の所有する株式１株について本持株会社株式 0.695 株を

割当てる。但し、この合併比率は基本合意書締結以降当社及び対象者の事業及び財

務状況に、本会社分割による変更を除く重要な変更がないことを前提とする。 

⑤ 本合併承認のための対象者の臨時株主総会において、当社が任命する者１名を対象

者の監査役として就任させること。 

⑥ 本合併に際し当社又は本持株会社は、③に定める監査役の他は、事業子会社からの

求めのない限り、事業子会社に対して取締役の派遣を行わないこと。 

⑦ 当社は対象者の子会社の出資先企業である株式会社SEEBOXが平成 19年 10月中旬を

払込期日として行う第三者割当増資（募集株式数 2,000 株、払込総額１億円）の全

てを引受けるものとし、対象者又は対象者の子会社は本第三者割当増資が完了した

翌営業日に当社から同株式の全てを金１億円にて買取ること。 

⑧ 当社及びその関係会社は、対象者のカーライフ事業及び対象者の子会社の出資先企

業が行う映像ストリーミングサービス事業等における相乗効果を十分に検証し、

大限の事業協力を行うこと。 

⑨ 本持株会社は、事業子会社の企業価値向上を目指し、本持株会社グループにおける

事業子会社の今後の事業展開及び将来の位置付けなど経営戦略については、事業子

会社の経営陣の意向を尊重すること。 
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⑩ 本持株会社は、将来事業子会社株式の一部ないし全部の譲渡を行う場合には、事業

子会社の経営陣が希望する譲渡先企業への譲渡若しくは経営陣によるマネジメン

ト・バイアウトを優先して検討すること。 

(13)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 

①対象者は平成 19 年９月 27 日開催の取締役会において、当社を引受人とする第三者割

当てによる募集株式の発行（普通株式 16,666,000 株）を決議しております。 

(1)募集株式数 16,666,000 株 

(2)払込金額  １株につき、金 60 円 

(3)払込期日  平成 19 年 11 月１日 

 

②対象者は平成19年６月28日に、対象者の連結子会社であるプラマイゼロ株式会社（以

下、「プラマイゼロ」という。）の株式の一部をリヴァンプに譲渡することを決議し

たことにより、対象者及び連結会社の財務状態及び経営成績に著しい影響を与える

事象が発生した旨の臨時報告書を提出しております。 

(1)当該事象の発生年月日 

平成 19 年６月 28 日 

(2)当該事象の内容 

①当該連結子会社の名称、住所、代表者 

 名称    プラマイゼロ株式会社 

 住所    東京都港区南青山五丁目 10 番 13 号 

 代表者   代表取締役社長 平野 友彦 

②当該譲渡先の名称、住所、代表者 

 名称    株式会社リヴァンプ 

 住所    東京都港区南青山二丁目 26 番 37 号 

 代表者   代表パートナー 澤田貴司、玉塚元一、浜田宏 

③譲渡株式数、所有株式数及び譲渡価額 

 譲渡前の所有株式数   25,600 株 

 譲渡株式数        1,000 株 

 譲渡価額        21 百万円 

④譲渡の理由 

対象者及び対象者グループは、経営体制の改革を図るべく、リヴァンプとの間

で経営改革支援に係る業務委託契約を締結しており、対象者の子会社であるプ

ラマイゼロの成長を加速させるために、リヴァンプの更なる支援を得ると共に、

資本政策の一環として、対象者が所有するプラマイゼロの株式の一部をリヴァ

ンプに譲渡する事といたしました。 

(3)当該事象の損益に与える影響額 

当該事象により、平成 20 年３月期の単体及び連結決算におきまして、子会社株式

の譲渡益 20 百万円を特別利益に計上する予定であります。 

 

③対象者は平成 19 年７月 11 日に、対象者の特定子会社であるプラマイゼロが、平成 19

年７月 11 日開催の取締役会において、平成 19 年７月 31 日を払込日とする第三者

割当増資を決議したことにより、連結会社の財務状態及び経営成績に著しい影響を

与える事象が発生した旨の臨時報告書を提出しております。 

(1)当該事象の発生年月日 

平成 19 年７月 31 日 
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(2)当該事象の内容 

プラマイゼロの第三者割当増資に伴い、対象者のプラマイゼロに対する持株比率

が低下いたしました。この結果、対象者の連結決算において持分変動による、み

なし売却益を計上することといたしました。 

(3)当該事象の損益に与える影響額 

当該事象により、平成 20 年３月期の連結決算におきまして、246 百万円を特別利

益に計上する予定であります。 

 

④対象者は平成 19 年９月 27 日に、対象者及び連結会社の財務状況及び経営成績に著し

い影響を与える事象が発生した旨の臨時報告書を提出しております。 

(1)当該事象の発生事業年月日 

平成 19 年９月 27 日（対象者取締役会決議） 

(2)当該事象の内容 

対象者は、個別中間決算において、洗い替えによる貸倒引当金戻入益 70 百万円

及び債務保証引当金戻入益 22 百万円を特別利益と計上、当社との合併に係わるデ

ューデリジェンス費用 26 百万円、固定資産の減損損失 33 百万円及び連結子会社

（タカラインデックス eR ラボ株式会社）に対する投資損失引当金繰入額 154 百万

円を特別損失として計上、並びに、個別決算において、洗い替えによる貸倒引当

金戻入益 30 百万円を特別利益として計上することを決議いたしました。 

また、連結中間決算において、連結子会社（タカラインデックス eR ラボ株式会

社）の投資損失引当金繰入額 98 百万円を特別損失として計上、並びに、連結決算

において、連結子会社（タカラインデックス eR ラボ株式会社）の持分法適用会社

（株式会社 DideoNET-JAPAN）の持分変動利益 12 百万円を特別利益として計上す

ることを決議いたしました。 

(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額 

当該事象により、平成 19 年９月中間期決算（個別・連結）及び平成 20 年３月

期決算（個別・連結）において、特別利益及び特別損失として計上する金額は以

下を予定しております。 

個別中間決算  92 百万円（特別利益）  213 百万円（特別損失） 

連結中間決算  56 百万円（特別利益）  157 百万円（特別損失） 

個別決算   122 百万円（特別利益）  213 百万円（特別損失） 

連結決算    98 百万円（特別利益）  157 百万円（特別損失） 

 

⑤対象者はジャスダック市場において、平成 19 年９月 27 日に「特別利益及び特別損失

の発生並びに業績予想の修正に関するお知らせ」、平成 19 年８月 10 日に「平成 20

年３月期 第１四半期財務・業績の状況」を公表しております。当該公表に基づく、

同期の対象者の業績予想及び同四半期の対象者の損益の状況は以下のとおりです。

なお、当該内容につきましては、法第 193 条の２に基づく監査法人の監査を受けて

おりません。また、当社は、以下の公表内容の正確性及び真実性について独自に検

証しうる立場になく、また実際かかる検証を行っておりません。 

(1)平成 20 年３月期中間業績予想の修正等 

①連結中間業績予想の修正（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（Ａ）（百万円） 2,570 △150 △105 230 
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今回修正（Ｂ）（百万円） 2,450 △380 △370 △40 

増減額（Ｂ－Ａ）（百万円） △120 △230 △265 △270 

増減率（％） △4.7 － － － 

②単独中間業績予想の修正（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（Ａ）（百万円） 1,570 40 35 48 

今回修正（Ｂ）（百万円） 1,510 △160 △160 △265 

増減額（Ｂ－Ａ）（百万円） △60 △200 △195 △313 

増減率（％） △3.8 － － － 

(2)平成 20 年３月期通期業績予想の修正等 

①連結通期業績予想の修正（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（Ａ）（百万円） 5,000 △180 △10 330 

今回修正（Ｂ）（百万円） 4,850 △470 △370 18 

増減額（Ｂ－Ａ）（百万円） △150 △290 △360 △312 

増減率（％） △3.0 － － △94.5 

②単独通期業績予想の修正（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（Ａ）（百万円） 3,100 28 28 41 

今回修正（Ｂ）（百万円） 3,060 △270 △270 △345 

増減額（Ｂ－Ａ）（百万円） △40 △298 △298 △386 

増減率（％） △1.3 － － － 

(3)平成 20 年３月期第１四半期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30

日） 

売上高（百万円） 1,270 

営業利益（百万円） △172 

経常利益（百万円） △167 

四半期純利益（百万円） △57 

１株当たり四半期純利益（円） △5.17 

１株当たり純資産（円） 49.84 

 

５．第三者割当増資の引受けの概要 

（１）異動前の所有株式数 0 株 （所有割合 0.00％） 

 （議決権の数   0 個） 

（２）取得株式数 16,666,000 株 （取得価額 999,960,000 円） 

 （議決権の数 16,666 個） 

（３）異動後の所有株式数 18,720,000 株 （所有割合 66.00％） 

 （議決権の数 18,720 個） 

（注）「異動後の所有株式数」には、本公開買付けの買付予定総数（2,054,000 株）を含め

ております。 
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６．合併の概要 

（１）合併方式 

対象者を分割会社として、対象者の事業を新たに設立する会社に承継させる新設分割

を行い、承継会社は、設立に際して発行する全株式を持株会社となった対象者に対して

割当交付いたします。その後、対象者を存続会社とする吸収合併方式で、当社は解散し

ます。 

（２）合併比率 

会 社 名 
存続会社 

（イー・レヴォリューション） 

消滅会社 

（プリヴェ企業投資ホールディングス） 

合併比率 1 0.695 

（注 1）株式の割当比率 

当社の株式１株に対して対象者の株式 0.695 株を割当て交付する。 

（注 2）合併により発行する対象者の新株式数等 

普通株式 336,363,516 株（予定） 

（３）合併比率の算定根拠等 

① 算定の基礎 

本合併における合併比率については、当社は第三者算定人である日興に、対象者

は第三者算定人であるアビームに合併比率の算定を依頼し、その算定結果を参考と

して両社間で協議した結果、当社の普通株式１株に対して対象者の普通株式 0.695

株を交付することで合意しております。 

但し、この合併比率は、基本合意書締結日以降当社及び対象者の事業及び財務状

況に、本会社分割による変更を除く重要な変更がないことを前提としており、 終

的な合併比率は平成 20 年１月下旬締結予定の合併契約締結時に決定される予定で

す。 

② 算定の経緯 

日興は、当社及び対象者について、市場株価法、DCF 法及び類似上場企業比較法

による検証を行った結果、対象者の予想利益等が赤字であるため利益指標に関する

評価を参考とすることができないことから、類似上場企業比較法は市場価格形成の

妥当性を補完する目的のみに用い、 終的に市場株価法及び DCF 法に基づき合併比

率を算定いたしました。 

市場株価法では、平成 19 年９月 21 日を基準日として、１ヶ月及び３ヶ月の終値

平均値を採用しております。その結果、市場株価法による合併比率は 1：0.549～

0.969 と算定いたしました。 

DCF 法では、当社及び対象者が将来獲得すると期待されるキャッシュ・フローを

一定の割引率で現在価値に割引くことにより評価しましたが、対象者株式について

は DCF 法による算定結果が０円であったため、DCF 法による合併比率を算定するこ

とは出来ませんでしたが、対象者は市場株価法、当社は DCF 法を採用して評価した

合併比率は 1：0.695～1.231 と算定いたしました。 

日興による合併比率の算定結果の概要は以下のとおりです。 

算定方法 合併比率 

市場株価法 1：0.549～0.969 

DCF 法 － 
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対象者市場株価法（1 ヶ月平

均）：当社 DCF 法 
1：0.877～1.231 

DCF 法と市場株価法 
対象者市場株価法（3 ヶ月平

均）：当社 DCF 法 
1：0.695～0.976 

なお、日興は、合併比率の算定に際して、当社及び対象者から提供を受けた情報

及び一般に公開された情報、並びに財務、経済及び市場に関する指標等を用い、独

自の調査・検証等を行っておりません。当社及び対象者の将来の事業計画や財務予

測については現時点における 善の予測と判断に基づき合理的に作成されているこ

とを前提として作成しております。 

一方アビームは、本合併における算定方法を入念に検討した結果、当社及び対象

者が上場していることから市場株価法を採用し、当社に関しては、類似会社比準法

を参考にしております。また、多面的な評価を行う観点から、当社及び対象者に関

して DCF 法、但し、当社の上場株式等投資事業は DCF 法ではなく時価純資産法を採

用し、合併比率の分析・評価を実施しています。 

類似会社比準法による評価を当社については実施しましたが、対象者については、

適切な類似会社が存在しないことから類似会社比準法による評価は行わず、当社に

おける類似会社比準法による評価額は他の評価方法を検証するための参考として位

置づけております。 

市場株価法では、平成 19 年 9 月 26 日を基準日として、１ヶ月及び３ヶ月の終値

平均値及び VWAP(出来高加重平均価格)を採用しております。その結果、市場株価法

による合併比率は 1：0.567～0.910 と算定いたしました。 

DCF 法では、対象者については、将来獲得すると期待されるキャッシュ・フロー

を一定の割引率で現在価値に割引くことにより評価し、当社については、支配権を

有する投資であるロジスティックス事業及び産業機器関連事業については DCF 法で、

上場株式等投資事業については支配を目的としないマイノリティ投資であることか

ら、それぞれの上場株式の市場株価を用いた時価純資産法で評価しました。DCF 法

を採用して評価した合併比率は 1：1.962～2.349 と算定いたしました。 

アビームによる合併比率の算定結果の概要は以下のとおりです。 

算定方法 合併比率 

市場株価法 1：0.567～0.910 

DCF 法 1：1.962～2.349 

なお、アビームは、合併比率の算定に際して、当社及び対象者から提供を受けた

情報及び一般に公開された情報、並びに財務、経済及び市場に関する指標等を用い、

独自の調査・検証等を行っておりません。当社及び対象者の将来の事業計画や財務

予測については現時点における 善の予測と判断に基づき合理的に作成されている

ことを前提として作成しております。 

 

③ 算定機関との関係 

  該当事項はありません。 

（４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

今後詳細については両社協議のうえ決定いたします。 

（５）合併当事会社の概要 

 存続会社（注1） 消滅会社 

(1)商 号 イー・レヴォリューション㈱ ﾌﾟﾘｳﾞｪ企業投資ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱
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(2)事 業 内 容  

カー用品、生活雑貨、家電、

アウトドアスポーツの製商品

販売 

持株会社 

(3)設 立 年 月 日 昭和 37 年 8 月 10 日 平成 15 年 8 月 29 日 

(4)本 店 所 在 地 東京都千代田区神田岩本町 2 東京都千代田区霞が関 3-2-5

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 久保亮三 代表取締役社長 松村謙三 

(6)資 本 金 
1,136 百万円 

（平成 19 年 9 月 27 日現在） 

16,865 百万円 

（平成 19 年 3 月 31 日現在） 

(7)発 行 済 株 式 数 
12,104,000 株 

（平成 19 年 9 月 27 日現在） 

483,976,283 株 

（平成 19 年 3 月 31 日現在） 

(8)純 資 産 
638 百万円 

（連結、平成 19 年 3 月 31 日現在）

36,097 百万円 

（連結、平成 19 年 3 月 31 日現在）

(9)総 資 産 
3,108 百万円 

（連結、平成 19 年 3 月 31 日現在）

97,270 百万円 

（連結、平成 19 年 3 月 31 日現在）

(10)決 算 期 ３月 31 日 ３月 31 日 

(11)従 業 員 数  
連結 102 名、単体 65 名 

（平成 19 年 3 月 31 日現在） 

連結 667 名、単体 31 名 

（平成 19 年 3 月 31 日現在） 

(12)主 要 取 引 先 

㈱イエローハット 

エンパイヤ自動車㈱ 

コアーズインターナショナル

㈱ 

－ 

㈱タカラトミー 14.35％ ｹﾝｿﾞｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ㈱ 16.56％

㈲ドリームスオブ D 8.15％ KENZO ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 15.19％

落合正美 4.16％ ﾊﾞﾝｸ ｵﾌﾞ ﾆｭｰﾖｰｸ ﾖｰﾛｯ

ﾊﾟ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 131705 

3.14％

FPF テクノロジー投資

事業組合 

3.76％ ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆ

ｰｲﾝｸ 

1.15％

システムサービス㈱ 3.76％ ｻｼﾞｬｯﾌﾟ 1.00％

㈱ネクストジャパン 3.76％ 日本証券金融㈱ 0.78％

㈲WISH 3.59％ 大和証券㈱ 0.50％

宮嶋正邦 2.45％ 岡三証券㈱ 0.39％

日本マスタートラスト

信託銀行㈱（信託口） 

2.24％ ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ ｱﾝﾄﾞ 

ﾄﾗｽﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 505211 

0.34％

(13)大株主及び持株比率 

（平成 19 年 3 月 31 日現在） 

㈱セガトイズ 1.88％ ﾄﾞｲﾁｪ ﾊﾞﾝｸ ｱｰｹﾞｰ ﾛﾝ

ﾄﾞﾝ ﾋﾟｰﾋﾞｰﾌｧｰﾑ ｱｶｳﾝﾄ

614 

0.32％

(14)主 要 取 引 銀 行 

㈱みずほ銀行 

㈱りそな銀行 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

三菱 UFJ 信託銀行㈱ 

㈱三井住友銀行 

㈱三菱東京 UFJ 銀行 

㈱りそな銀行 

住友信託銀行㈱ 

(15)当事会社間の関係等 

①資 本 関 係  本日現在、該当事項はありません。 

但し、本公開買付けと本第三者割当増資の実施により、

18,720,000 株を保有する対象者の親会社となる予定です。 
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②人 的 関 係  本日現在、該当事項はありません。 

③取 引 関 係  本日現在、該当事項はありません。 

④関連当事者への該当状況 本日現在、該当事項はありません。 

(16)過去３年間の実績（連結） 

存続会社 消滅会社  

平成17年3月期 

（注2） 

平成18年3月期

（注3）
平成19年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

売上高(百万円) 3,632 4,014 5,139 77,140 72,547 37,892

営業利益(百万円) 42 △161 △917 5,912 8,536 △2,394

経常利益(百万円) 45 △182 △1,021 6,198 8,386 △2,686

当期純利益(百万

円) 
46 △552 △929 2,845 2,289 △2,466

1 株当たり当期純利益(円) 7.14 △81.75 △101.22 7.98 4.70 △5.10

1 株当たり配当金(円) － － － － 1.00 1.00

1 株当たり純資産(円) 172.40 139.45 50.1 16.14 79.87 73.79

（注 1）存続会社であるイー･レヴォリューションの業績は、分割後の数値を記載するこ

とができないため、分割前の数値としております。 

（注 2）存続会社の平成 17 年 3 月期は、連結子会社がないため連結財務諸表は作成され

ておりませんので単体数値を記載しております。 

（注 3）存続会社の平成 18 年 3 月期は、会計年度末日（平成 18 年 3 月 31 日）を連結子

会社の支配獲得日とみなしているため貸借対照表のみを連結しており、連結損益

計算書は作成されておりませんので、「1株当たり純資産」以外は単体数値を記載

しております。 

 

７．合併後の状況（予定） 

（1）商 号 プリヴェ ファンド グループ株式会社 

（2）事 業 内 容 持株会社 

（3）本 店 所 在 地  東京都千代田区霞が関 3-2-5 

（4）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松村謙三 

（5）資 本 金 未定 

（6）純 資 産 （ 連 結 ）  合併による純資産の影響は現在精査中です 

（7）総 資 産 （ 連 結 ）  合併による総資産の影響は現在精査中です 

（8）決 算 期 ３月 

（9）会計処理の概要 本合併に先立つ本公開買付け及び本第三者割当増資の引

受けにより対象者は当社の子会社となるため、本合併は

子会社による親会社の吸収合併となります。よって、本

合併は企業結合に係る会計基準上、「共通支配下の取引」

に該当します。 

  

８．本件による業績への影響の見通し 

今後両社において合併後の事業見通し等について検討し、決定次第お知らせします。 

 

以 上 
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