
 
 

平成 19 年 10 月 27 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株式に対する公開買付けの結果 

及び子会社の異動に関するお知らせ 
 

当社は、平成 19 年 9 月 27 日開催の取締役会において、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。）の普通株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」という。）の開始を決議

し、平成 19 年 9 月 28 日から実施しておりましたが、本公開買付けが平成 19 年 10 月 26 日

をもって終了いたしましたので、下記のとおり本公開買付けの結果についてお知らせしま

す。 

また、本公開買付け及び対象者による第三者割当増資（以下、「本第三者割当増資」とい

う。）の引受けの結果、対象者は当社の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせい

たします。 

 

記 

 

Ⅰ．本公開買付けの結果 

１．本公開買付け等の概要 

（1）対象者の名称 イー・レヴォリューション株式会社 

（2）買付け等に係る株券等の種類 普通株式 

（3）買付予定の株券等の数 

①株式に換算した買付予定数 1,198,000 株 

②株式に換算した超過予定数 856,000 株 

③株式に換算した買付予定数及び超過予定数の合計 2,054,000 株 

（4）買付け等の期間 

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） 

（5）買付け等の価格 １株につき、金 60 円 

 

２．買付け等の結果 

（1）公開買付けの成否 

応募株券等の総数（1,775,600 株）が、株式に換算した買付予定数（1,198,000 株）

以上で、かつ、株式に換算した買付予定数及び超過予定数の合計（2,054,000 株）以下

のため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買

付け等を行います。 

（2）応募の状況 

①株式に換算した応募数 1,775,600 株 

②株式に換算した買付数 1,775,600 株 
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（3）買付け等を行った後における株券等所有割合 

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
（買付け等前における株券等所有割合 

－％）

買付け等後における公開買付者 

の所有株券等に係る議決権の数 1,775 個
（買付け等後における株券等所有割合 

15.17％）

対象者の総株主の議決権の数 10,660 個

(注 1)「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、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 2）「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。 

(注 3) 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、本公開買付けにより取得予定の議決権の数 1,775 個と

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 18,441 個の対

象者の議決権の数を保有し、株券等所有割合 65.02％を保有する対象者の親会社とな

る予定です。 

（4）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 

該当事項はありません。 

（5）買付け等に要する資金 約 106 百万円 

（6）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 

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） 

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。 

（7）公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 

プリヴェ企業投資ホールディングス株式会社（東京都千代田区霞が関三丁目２番５号） 

株式会社ジャスダック証券取引所     （東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号） 
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Ⅱ．子会社の異動について 

１．異動の理由 

本公開買付け及び本第三者割当増資の引受けの結果、対象者に対する当社の議決権割合は

65.02％となり、平成 19 年 11 月１日付で、対象者は当社の連結子会社となる予定です。 

 

２．異動する子会社の概要 

(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 日現在）

(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 日現在）

㈱セガトイズ 1.88％

(12)最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）

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  － －

 

３．異動前後の所有株式数及び取得株式数等 

（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）取得株式数等 
本公開買付けによる取得 1,775,600 株 （取得価額 106,536,000 円） 

  （議決権の数 1,775 個） 
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（発行済株式総数に対する割合 14.67％） 
本第三者割当増資の引受けによる取得 16,666,000 株 （取得価額  999,960,000 円） 

 （議決権の数 16,666 個） 
（発行済株式総数に対する割合 57.93％） 

（3）異動後の所有株式数 18,441,600 株 （所有割合 65.02％） 
  （議決権の数 18,441 個） 
 

Ⅲ．本公開買付け及び本第三者割当増資による業績への影響の見通し 

今後当社において本公開買付け及び本第三者割当増資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。 

 

Ⅳ．本公開買付け及び本第三者割当増資後の方針等 

平成 19 年 9 月 27 日公表のとおり、当社と対象者は、平成 20 年４月１日を効力発生日

として、対象者が、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。）に移転することで持株会社（以下、「本持株会

社」という。）となった後、同日付をもって本持株会社を存続会社、当社を消滅会社とす

る合併（以下、「本合併」といいます。）を行うことに合意しており、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おります。 

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。 

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、「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。猶予期間入りの指定時期及び猶予期間については、現時点で

は未定でありますが、たとえ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、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、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最終

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
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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）。 

 

今後の日程（予定） 

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 

 

以 上 
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