
 

 

1 

 

平成19年11月12日 

各  位 

 

 

 

 

 

 

あずみ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 

 

エステール株式会社（JASDAQ コード番号：7872 以下「エステール」又は「公開買付者」とい

います。）は、本日開催のエステール取締役会において、あずみ株式会社（名証第二部 コード番

号：9935 以下「あずみ」又は「対象者」といいます。）の普通株式を金融商品取引法（昭和23

年法律第25号。その後の改正を含みます。）（以下「法」といいます。）による公開買付け（以下

「本公開買付け」といいます。）によって取得することを決議いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

 

記 

 

１. 公開買付け等の目的 

当社は、現在、対象者の発行済株式総数の28.85％（3,253,068株）を所有しております。対象者

は、株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」といいます。）市場第二部に上場し、当

社の持分法適用関連会社ですが、この度、宝飾品小売業界の上場会社において小売売上高４位及び

５位に位置する対象者及び当社は、小売売上高トップの企業グループという地位を確立することで

企業競争力を一層強化し、グループ全体の企業価値の向上を図るためには、当社と対象者の資本関

係をさらに強化し連結子会社化することが必要であると判断し、対象者の株式を追加取得するため、

3,000,000株を買付予定の株券等の数の上限として、本公開買付けを実施することといたしました。

本公開買付けにあたり、当社は、対象者の第二位株主である伊藤忠非鉄マテリアル株式会社（以下

「伊藤忠非鉄マテリアル」といいます。）と協議･交渉を経て、同社の保有する対象者株式の全て

（1,067,000株、対象者の発行済株式総数の9.46％）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、本公開買付けについては、平成19年11月12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。 

 

当社及び当社の関係会社は指輪、ネックレス、ブレスレット、ピアス、イヤリング、アクセサリ

ー等の製造及び販売を主に営んでおります。バブル期に3兆円を超えていた宝飾品の市場規模は、バ

ブル崩壊後13年間縮小し続けましたが、2005年には前年比2.1％増加の1兆2,677億円とようやく歯止
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めがかかってまいりました。しかし、2006年は一転し、各社とも伸び悩み市場規模は1兆2,728億円

と横ばいとなっています。その背景は、昨今の経済環境(企業業績、株価、地価等)の改善による消

費マインドの向上とニューリッチ層の出現から市場規模は底打ちしたものの、人口減少等の大きな

構造的な要因から、やはりバブル期並みの規模の再来は難しく、市場はまさに成熟化現象をおこし

ていると考えております。加えて、金･プラチナなどの材料価格が高止まりの状態にあり、利益圧迫

要因となっていること、また、お客様のニーズの多様化などにより、商品戦略において難しさを増

していることなどにより、経営環境は厳しい状況にあります。 

 

このような状況のもとで、当社及び当社の関係会社は、お客様により良い商品を提供するため、「グ

ループ内における無駄・無理・ムラの排除」という経営の基本理念をあらゆる部門に徹底し、それ

ぞれの部署における能力を強化し、コスト競争力や商品開発力を高め、その結果として品質の向上

とコストの削減を追及し、顧客満足度を高めております。しかし、消費者志向の変化に加速がつい

てきていることから、今後は、ますます精度の高い経営が要求されると同時に、グループ間の提携

関係をより強固なものとすることが必要不可欠であると考え、この度、当社は対象者を連結子会社

化することといたしました。 

 

当社は日本で最多の全国238店舗を持つ“ロマン・かがやくエステール”の名称で皆様に親しまれ

ておりますが、1954年以来培ってまいりました宝飾品の製造こそが最大の強みと考えております。 

当社の強み 

� 宝飾品のデザイン段階から完成品までの全工程を単独で担う体制を構築 

� 1993年よりトヨタ生産システムのNPSに参加することで生産納期・コストの削減 

� ベトナムにおいて徹底した品質管理のもと真珠貝養殖と生産拠点の運営で高品質で安定的な

原材料と供給能力を確保 

� ダイヤ・色石原材料の安定的な供給源を確保し市場変化に機敏に対応 

� “ロマン・かがやくエステール”の全国ブランド 

 

一方で、対象者は、1970年から宝飾品の小売を営んでおります。主として中部、関東、関西、北

信越地区のショッピングセンター等へのテナント出店によるチェーン展開を行っており、小売のノ

ウハウにおきまして最大の強みを持っております。 

対象者の強み 

� 対象顧客セグメント別に店舗ブランドを展開 

� 中京・関東地域でのドミナントと主要地方での店舗展開 

� 顧客管理、商品販売のプロモーションレベルの強化などを通じた顧客管理の徹底による売上

促進 

� 効率的な催事の企画力による売上促進 

� 特色ある社員教育・研修などを通じた顧客満足度の高揚 

� 顧客満足度の高い店舗作り 
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当社は、対象者創立当時からの筆頭株主であり、1986年当時60.79％、対象者の上場直前の1993年

には40.52％の株主であり、現在も28.85％の株式を持つ筆頭株主であります。また、当社は現在、

対象者の経営陣とは信頼関係に厚く、特に両社のトップ同士は経営環境の厳しさについて共通の認

識を持った経営者として、非常に良好な関係を保っております。今後は本公開買付けによって対象

者を当社の連結子会社とし、従来以上に対象者の経営陣との信頼関係を深め、宝飾品小売業界で小

売売上高トップの企業グループという地位を確立すると共に、製造に強い当社と小売に強い対象者

の提携関係をより強固なものとしてまいります。具体的には、上記の両社の強みを活かし、対象者

は当社の製造能力を活かすことで、コストの削減・新商品開発力の強化・品揃えの強化等を目指し、

当社は対象者の販売力を活かすことで、メーカー部門の売上増加・稼働率向上によるコストの削減

等を目指し、グループ全体としてコスト削減、収益構造の改善、財務体質の強化、企業競争力の向

上を図り、両社の顧客満足度及び企業価値の向上を目指してまいります。 

 

本公開買付終了後、当社は対象者との間で上記を達成するためのより具体的な施策について協議

及び検討を進めていく予定ですが、現時点において具体的な内容については決定しておりません。

また、現時点において対象者への役員の派遣は決定しておりません。 

 

なお、本公開買付けにおいては、買付予定の株券等の数に上限（3,000,000株）を設定しておりま

すので、対象者株式の名古屋証券取引所市場第二部における上場廃止を企図するものではありませ

ん。また、現時点において本公開買付け後に対象者株式を追加取得する予定はありません。 

 

２. 公開買付け等の概要  

(１)対象者の概要   

① 商号 あずみ株式会社 

② 事業内容 宝石、貴金属の小売 

③ 設立年月日 昭和45年７月15日 

④ 本店所在地 名古屋市中区錦三丁目20番27号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 南本 権治郎 

⑥ 資本金の額 2,062,900千円（平成19年３月31日現在） 

⑦ 発行済株式総数 11,272,000株 

⑧ 大株主及び持株比率（平成19年３月31日現在） 

 エステール株式会社 28.85% 

 伊藤忠非鉄マテリアル株式会社 9.46% 

 小島康誉 5.34% 

 丸山 朝 3.61% 

 あずみ取引先持株会 3.61% 

 あずみ社員持株会 3.28% 

 株式会社桑山 3.03% 

 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 2.76% 
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 小島聡子 2.55% 

 
エスアイエス セガ インターセトル エージー 

（常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行） 
1.77% 

⑨ 買付者と対象者の関係等 

 
資本関係 ：当社は対象者の発行済株式総数の 28.85%を所有して

おります。 

 人的関係 ：該当事項はありません。 

 取引関係 ：
過去３事業年度は取引がございませんでしたが、今年度

より対象者への販売を始めております。 

 
関連当事者への該当状況 ：対象者は当社の持分法適用関連会社であり、関連当事者

に該当します。 

(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11月13日（火曜日）から平成19年12月12日（水曜日）まで（21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（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、買付

け等の期間は30営業日、公開買付期間は平成19年12月26日（水曜日）までとなります。 

(３)買付け等の価格  

１株につき金730円 

(４)買付け等の価格の算定根拠等 

①算定の基礎 

当社は、平成19年10月初旬より、対象者の第二位株主である伊藤忠非鉄マテリアルとの

間で、同社が保有する対象者株式の譲受について、対象者の市場株価・出来高、足元の業

績、本公開買付けにおける財務状況、買付数量、対象者株式の上場に関する方針等を総合

的に勘案しつつ、対象者株式の過去６ヶ月間の名古屋証券取引所市場第二部における終値

の単純平均を目処として、複数回にわたり協議・交渉を行ないました。その結果、平成19

年11月上旬に当社が買付価格を730円とする本公開買付けの実施を提案し、伊藤忠非鉄マテ

リアルから同社の保有する対象者株式の全て（1,067,000株、対象者の発行済株式総数の

9.46％）について本公開買付けに応募する旨の同意を得、本公開買付けを実施することと

いたしました。 

買付価格は、当社取締役会開催日前営業日である平成19年11月９日の名古屋証券取引所市

場第二部における対象者株式の株価終値637円に対して約14.60％のプレミアムを、対象者

株式の平成19年11月９日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均674円（小数点以下四捨五入）

に対して約8.31％のプレミアムを、同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均680円（小数

点以下四捨五入）に対して約7.35％のプレミアムを加えた価格となります。 

②算定の経緯 

当社は、平成19年７月より当社が創立当時からの筆頭株主であり、当社と信頼関係に厚く、

非常に良好な関係を保っている対象者との間で、市場が成熟化し、加えて消費者志向の変

化に加速がついてきている宝飾品市場において、当社及び対象者のより一層の企業価値の

向上策について検討・協議をしてまいりました。かかる検討の結果、当社と対象者の資本

関係を強化し、対象者及び当社の両社で、宝飾品小売業界で小売売上高トップの企業グル
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ープという地位を確立すると共に、製造に強い当社と小売に強い対象者の提携関係をより

強固なものとし、グループ全体としてコスト削減、収益構造の改善、財務体質の強化、企

業競争力の向上を図ることが必要であるとの認識にいたりました。 

その後、平成19年10月初旬より、対象者の第二位株主である伊藤忠非鉄マテリアルとの間

で、同社が保有する対象者株式の譲受について、対象者の市場株価・出来高、足元の業績、

本公開買付けにおける財務状況、買付数量、対象者株式の上場に関する方針等を総合的に

勘案しつつ、対象者株式の過去６ヶ月間の名古屋証券取引所市場第二部における終値の単

純平均を目処として、複数回にわたり協議・交渉を行ないました。その結果、平成19年11

月上旬に当社が買付価格を730円とする本公開買付けの実施を提案し、伊藤忠非鉄マテリア

ルから同社の保有する対象者株式の全て（1,067,000株、対象者の発行済株式総数の9.46％）

について本公開買付けに応募する旨の同意を得、本公開買付けを実施することといたしま

した。 

買付価格は、当社取締役会開催日前営業日である平成19年11月９日の名古屋証券取引所市

場第二部における対象者株式の株価終値637円に対して約14.60％のプレミアムを、対象者

株式の平成19年11月９日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均674円（小数点以下四捨五入）

に対して約8.31％のプレミアムを、同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均680円（小数

点以下四捨五入）に対して約7.35％のプレミアムを加えた価格となります。 

なお、当該買付価格の算定に際しては、第三者の意見の聴取等は行なっておりません。 

（５）買付予定の株券等の数 

株券等の種類 ①株式に換算した買付

予定数 

②株式に換算した買

付予定の下限 

②株式に換算した買付

予定の上限 

株 券 3,000,000株 －株 3,000,000株 

新 株 予 約 権 証 券 －株 －株 －株 

新株予約権付社債券 －株 －株 －株 

株券等信託受益証券 －株 －株 －株 

株 券 等 預 託 証 券 －株 －株 －株 

合 計 3,000,000株 －株 3,000,000株 

（注１） 本公開買付けに応じて売付け等をした株券等（以下「応募株券等」といいます。）

の総数が「株式に換算した買付予定の上限」（3,000,000株 、以下「買付予定の

上限」といいます。）に満たないときは、応募株券等の全部の買付けを行います。 

（注２） 応募株券等の総数が買付予定の上限（3,000,000株）を超えるときは、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（平成２年大蔵省

令第38号。その後の改正を含みます。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３） 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。 

（注４） 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（単元未満株式が公開買付代理人又は復

代理人（下記「（11）公開買付代理人」においてそれぞれ記載されるものをいい

ます。）を通じて株式会社証券保管振替機構（以下「証券保管振替機構」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。）。

なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、

対象者は法令の手続に従い買付け等の期間中に自己の株式を買い取ることがあり

ます。この場合、対象者は、法令及び同社株式取扱規程に定める価格にて当該株

式を買い取ります。 
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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 
3,253個 

（買付け等前における株券等所有割合

28.90％） 

買付け等前における特別関係者 

の所有株券等に係る議決権の数 
743 個 

（買付け等前における株券等所有割合

6.60％） 

買付予定の株券等に係る 

議決権の数 
3,000 個 

（買付け等後における株券等所有割合

55.50％） 

対象者の総株主等の議決権の数 11,224 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の上

限（3,000,000株）に係る議決権の数を記載しております。 

（注２） 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関

係者が所有する株券等（但し、対象者の保有する自己株式を除きます。）に係る

議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者である対象者の役員の

あずみ役員持株会における持分に係る議決権の数（２個）につきましても含めて

おります。但し、特別関係者の所有株券等（但し、対象者の保有する自己株式を

除きます。）についても本公開買付けの対象としているため、「買付け等後にお

ける株券等所有割合」の計算においては、「買付け等前における特別関係者の所

有株券等に係る議決権の数」は、分子に加算されておりません。 

（注３） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の第37期有価証券報告書（提出日：

平成19年６月28日）に記載された平成19年３月31日現在の総株主の議決権の数（１

単元の株式数を1,000株として記載されたもの）です。但し、本公開買付けにおい

ては単元未満株式についても対象としていますので、「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、分

母を、対象者の第37期有価証券報告書（提出日：平成19年６月28日）に記載され

た平成19年３月31日現在の発行済株式総数（11,272,000株）から同日現在の対象

者の自己株式数（15,775株）を控除した11,256,225株に係る議決権の数（11,256

個）を「対象者の総株主等の議決権の数」として計算しています。 

（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」は、小数点以下第三位を四捨五入しています。 

(７)買付代金  2,190百万円（予定） 

(８)決済の方法 

①買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

 大和証券エスエムビーシー株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号（注１） 

 大和証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号（注２） 

（注１） 本日時点における大和証券エスエムビーシー株式会社の本店所在地は東京都千代

田区丸の内一丁目８番１号となっておりますが、公開買付期間中に本店所在地を

上記東京都千代田区丸の内一丁目９番１号へ移転させる予定です。 

（注２） 本日時点における大和証券株式会社の本店所在地は東京都千代田区大手町二丁目

６番４号となっておりますが、公開買付期間中に本店所在地を上記東京都千代田

区丸の内一丁目９番１号へ移転させる予定です。 

②決済の開始日 

 平成19年12月20日（木曜日） 

（注） 法第27条の10第３項の規定により公開買付期間が延長された場合には平成20年
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１月11日（金曜日）。 

③決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地（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。買付けられた株券に係る売却代金は、応募株主等の指示に

より、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等の指定した

場所へ送金するか、公開買付代理人又は復代理人の応募受付をした各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」又は「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株券等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、公開買付期間末日の翌々営業日（公開買付けの撤

回等を行った場合は撤回等を行った日）以降遅滞なく、下記の方法により返還します。 

（イ）応募に際し公開買付代理人又は復代理人に対して株券等が提出された場合には、買

付けられなかった株券等を応募株主等へ交付又は応募株主等の住所（外国人株主の

場合はその常任代理人の住所）へ郵送します。 

（ロ）公開買付代理人若しくは復代理人（又は公開買付代理人若しくは復代理人を通じて

証券保管振替機構）により保管されている株券等について応募が行われた場合は、

買付けられなかった株券等を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の上限（3,000,000 株）に満たないときはその株数を全部買

い付けます。 

応募株券等の総数が買付予定の上限（3,000,000 株）を超えるときは、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（1,000 株）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の上限に満たないときは、買付予定の上限以上

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。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の上限を超えることとなる場合

には、買付予定の上限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買
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付株数の合計が買付予定の上限を超えるときは、買付予定の上限を下回らない数になるまで、

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（あん分比例の方法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の上限を下回る

こととなる場合には、買付予定の上限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 

金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。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

及び第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及び中日新聞に掲載

します。但し、公開買付期間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を行い、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、株式の分割その他の令第 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及び

中日新聞に掲載します。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。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、変更後の買付条件

等により買付けを行います。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 16 時までに応募受付けをし

た公開買付代理人（復代理人にて応募受付をした場合には復代理人）の各本店又は全国各支

店に解除書面（公開買付応募申込受付票及び公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面）

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末日の 16 時ま

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に伴う損害賠償又は違約金を応募株主等

に請求することはありません。また、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。解除を申し出られた場合には、応募株主等の指示により、公開買付期間末日の翌々

営業日（公開買付けの撤回等を行った場合は公開買付けの撤回等を行った日）以降遅滞なく、

下記の方法により返還します。 



 

 

9 

（イ） 応募に際し公開買付代理人又は復代理人に対して株券等が提出された場合には、買

付けられなかった株券等を応募株主等へ交付又は応募株主等の住所（外国人株主等

の場合はその常任代理人の住所）へ郵送します。 

（ロ） 公開買付代理人若しくは復代理人（又は公開買付代理人若しくは復代理人を通じて

証券保管振替機構）により保管されている株券等について応募が行われた場合は、

買付けられなかった株券等を応募が行われた時の保管の状態に戻します。 

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、法第 27 条の６第１項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、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞及び中

日新聞に掲載します。但し、公開買付期間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を行い、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 

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、米国内において若しくは米国に向けて行われたもの

ではなく、又、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、電話を含みますが、これらに限りません。）

を利用して行われるものではなく、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、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。 

又、本公開買付届出書又は関連する買付書類は米国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。 

本公開買付けに日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主等は、以下の表明・保
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証を行うことを要求されることがあります。 

応募者が本公開買付けに関するいかなる情報又は書類も、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、本公開買付け若し

くは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、これらに限らない。）又は米国内の証券取引所施設を利用していな

いこと、及び、米国における本人のための、裁量権を持た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（当該本人が本公開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11月13日（火曜日）  

(11) 公開買付代理人 

 大和証券エスエムビーシー株式会社 

 大和証券株式会社（復代理人） 

３. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し 

本公開買付けにより、対象者は当社の連結子会社となる可能性があります。なお、現時点において

本公開買付け後に対象者株式を追加取得する予定はありません。当社の平成20年３月期の業績に与

える影響につきましては、本公開買付け終了後、改めてご報告することといたします。 

４. 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 

本公開買付けにつきまして、対象者は平成19年11月12日開催の取締役会において、賛同する

旨を決議しております。 

(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いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。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かか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。 


