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2007年 11月 1日付「株式会社アスキーソリューションズ株式の公開買付け及び       

第三者割当増資引受けについて」の変更と第三者割当増資引受けの取り止めについて 

 
 

 オリックス株式会社（以下「オリックス」）は 11 月 1日付にて、株式会社アスキーソリューションズ（以

下「アスキーソリューションズ」）の普通株式の公開買付け（以下「本公開買付け」）及びアスキーソリュ

ーションズの発行する普通株式の第三者割当増資の引受け（以下「本割当増資」）についてお知らせいたし

ましたが、継続的なデュー・ディリジェンスの結果、アスキーソリューションズの決算内容に疑義が生じ

たことにより、本日が払込み期限であった本割当増資の引受けを取り止めましたのでお知らせいたします。 

  

これにより、11月 1日付「株式会社アスキーソリューションズ株式の公開買付け及び第三者割当増資引

受けについて」でお知らせした内容につき、下記のとおり変更いたします。 

 なお、オリックスがアスキーソリューションズへ求めた優秀な人材とシステムインテグレーターの機能

という本源的な価値は、本件疑義が生じた後も毀損するものではなく、公開買付けについては、下記の変

更を加えた上で実施いたします。 

  

記 

 

訂正箇所には下線を付してあります。 

（訂正前） 

1. 本資本提携の目的 

昭和 39 年の創業以来、革新的な金融商品・サービスを法人ならびに個人のお客様にご提供するとと 

もに、常に新しいビジネスを追求し、国内外の金融マーケットで挑戦を続けてまいりましたオリックス

は、本日を以って、株式会社インターネット総合研究所（以下「インターネット総研」）を株式交換によ

り完全子会社化する方法により経営統合いたします。 

インターネット総研は、平成 8年の創業以来、インターネットの基礎技術をコアとした研究開発型 IT

ベンチャー企業として、ブロードバンド/モバイル、データセンター、ユビキタス・ネットワーク、およ

びディジタル・コンテンツ処理/配信分野における技術革新を先導し、最近では、次世代インターネット



技術に基づく通信・放送融合分野と高信頼・無停止コンピュータ・ネットワーク分野に注力した事業活

動を展開しているネットワークインテグレーターです。 

このインターネット総研の機能を、オリックスグループ内外にて具現化する上で、アスキーソリュー

ションズの持つシステムインテグレーターの機能を取り入れることは、それぞれ単独では得られなかっ

たアセット、リソース、ノウハウが補完され、新たな付加価値の創出とお客様へのサービスの拡大がも

たらされ、更に大きな飛躍を遂げることができると考えております。 

また、アスキーソリューションズにとっても、オリックスグループおよびオリックスグループの持つ

マーケットから安定したストック・ビジネスを獲得することで、効率的な売上確保や、利益率改善に資

する効果が大きく、本資本提携は、オリックスグループおよびアスキーソリューションズ双方の多くの

既存株主の皆様、お客様、そして役職員という各ステークホルダーにご納得いただけるものになると確

信しております。 

 

以上の考え方に基づき、オリックスおよびアスキーソリューションズは、両社間で協議を重ね、オリ

ックスがアスキーソリューションズの議決権の過半数を取得し、連結子会社とすることが、両社の企業

価値向上に資するということで基本的な合意に至りました。 

 

  アスキーソリューションズの取締役会は、平成 19 年 11 月 1 日、本公開買付けに賛同する決議をいた

しました。また、本割当増資についても、同日、平成 19 年 11 月 16 日を払込期日として、普通株式 4,700

株を一株あたり 53,200 円で発行し、オリックスに割り当てることが決議されております。オリックスは、

かかる割り当てられた普通株式のうち、本公開買付けで取得したアスキーソリューションズの株式と合

わせ、発行済株式総数の 50.26％以上（但し、66.25％を超えない範囲とします）を保有することとなる

株式数を引き受けることを予定しています。 

   

  なお、本割当増資でオリックスがアスキーソリューションズへ払い込む金額は、アスキーソリューシ

ョンズの研究開発及び生産に関する投資に利用されるとともに、財務的信用力強化のために運転資金へ

充当する予定であるとの説明を受けています。 

 

  本公開買付けにおける買付け価格は 1株あたり 63,000 円と決定いたしました。買付け価格はオリック

スがアスキーソリューションズに対して行ったデュー･ディリジェンス及び経営陣との面談の結果をも

とに、市場株価分析、類似業種比較法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー（ＤＣＦ）法等に

よる評価結果を踏まえ、さらに上記の各要素に加えて、本公開買付けの見通し､その他本公開買付けに関

する諸条件を慎重に検討した結果、本公開買付けに係るオリックスの機関決定日（平成 19 年 11 月 1 日）

の直前営業日の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場（以下「大阪証券取引所ヘラクレス市場」）にお

けるアスキーソリューションズの普通株式の終値１株あたり 63,000 円を本買付け価格とすることを決

定いたしました。 

  また、本割当増資における引受け価格である 1株あたり 53,200 円はアスキーソリューションズの平成

19 年 11 月 1 日の取締役会決議日の直前営業日までの 1 ヶ月の大阪証券取引所ヘラクレス市場における

アスキーソリューションズの普通株式の終値平均値 56,055 円を参考に（ディスカウント率 5％、百円未



満切り捨て）決定いたしました。 

 

  なお、オリックスは本資本参加を政策投資目的とし行い、アスキーソリューションズの連結子会社化

を企図しておりますが、本公開買付け完了の後も、アスキーソリューションズの経営については現経営

陣が継続的にこれにあたる予定であり、連結子会社化後においても、引続き大阪証券取引所ヘラクレス

市場における上場を維持する方針です。 

 

（訂正後） 

1.  本資本提携の目的 

昭和 39 年の創業以来、革新的な金融商品・サービスを法人ならびに個人のお客様にご提供するとと 

もに、常に新しいビジネスを追求し、国内外の金融マーケットで挑戦を続けてまいりましたオリックス

は、本日を以って、株式会社インターネット総合研究所（以下「インターネット総研」）を株式交換によ

り完全子会社化する方法により経営統合いたします。 

インターネット総研は、平成 8年の創業以来、インターネットの基礎技術をコアとした研究開発型 IT

ベンチャー企業として、ブロードバンド/モバイル、データセンター、ユビキタス・ネットワーク、およ

びディジタル・コンテンツ処理/配信分野における技術革新を先導し、最近では、次世代インターネット

技術に基づく通信・放送融合分野と高信頼・無停止コンピュータ・ネットワーク分野に注力した事業活

動を展開しているネットワークインテグレーターです。 

このインターネット総研の機能を、オリックスグループ内外にて具現化する上で、アスキーソリュー

ションズの持つシステムインテグレーターの機能を取り入れることは、それぞれ単独では得られなかっ

たアセット、リソース、ノウハウが補完され、新たな付加価値の創出とお客様へのサービスの拡大がも

たらされ、更に大きな飛躍を遂げることができると考えております。 

また、アスキーソリューションズにとっても、オリックスグループおよびオリックスグループの持つ

マーケットから安定したストック・ビジネスを獲得することで、効率的な売上確保や、利益率改善に資

する効果が大きく、本公開買付けは、オリックスグループおよびアスキーソリューションズ双方の多く

の既存株主の皆様、お客様、そして役職員という各ステークホルダーにご納得いただけるものになると

確信しております。 

 

以上の考え方に基づき、オリックスおよびアスキーソリューションズは、両社間で協議を重ね、オリ

ックスがアスキーソリューションズの発行済株式を取得することは、両社の企業価値向上に資するとい

うことで基本的な合意に至りました。 

 

  アスキーソリューションズの取締役会は、平成 19 年 11 月 1 日、本公開買付けに賛同する決議をいた

しました。オリックスは、本公開買付けにおいてアスキーソリューションズの発行済株式総数の 34.39％

以上（但し、55.48％を超えない範囲とします）を取得することを予定しています。 

   

  本公開買付けにおける買付け価格は 1株あたり 63,000 円と決定いたしました。買付け価格はオリック

スがアスキーソリューションズに対して行ったデュー･ディリジェンス及び経営陣との面談の結果をも



とに、市場株価分析、類似業種比較法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー（ＤＣＦ）法等に

よる評価結果を踏まえ、さらに上記の各要素に加えて、本公開買付けの見通し､その他本公開買付けに関

する諸条件を慎重に検討した結果、本公開買付けに係るオリックスの機関決定日（平成 19 年 11 月 1 日）

の直前営業日の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場（以下「大阪証券取引所ヘラクレス市場」）にお

けるアスキーソリューションズの普通株式の終値１株あたり 63,000 円を本買付け価格とすることを決

定いたしました。 

   

  なお、オリックスは本公開買付けを政策投資目的とし行い、本公開買付け完了の後も、アスキーソリ

ューションズの大阪証券取引所ヘラクレス市場における上場を維持する方針です。 

 

（訂正前） 

3. 本公開買付けの概要 

（5）買付け予定の株式等の数 

株式に換算した 
買付け予定数 

株式に換算した 
買付け予定の下限 

株式に換算した 
買付け予定の上限 

8,170株 5,064株 8,170株 

（注１） 応募株券等の総数が「株式に換算した買付け予定の下限」（5,064株。以下「買付け予定の下限」

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「株式に換算した買付け予定数の上限」（8,170株。以下「買付け予定の上限」といいます。）

を超える場合は、その超える部分の全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。 

 

（訂正後） 

3. 本公開買付けの概要 

（5）買付け予定の株式等の数 

株式に換算した 
買付け予定数 

株式に換算した 
買付け予定の下限 

株式に換算した 
買付け予定の上限 

8,170株 5,064株 － 

（注１） 応募株券等の総数が「株式に換算した買付け予定の下限」（5,064株。以下「買付け予定の下限」

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「株式に換算した買付け予定数」（8,170株。以下「買付け予定数」といいます。）を超える場

合は、その超える部分の全部また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。 

 

（訂正前） 

（9）その他買付け等の条件および方法 



   ① 法第 27 条の 13 第 4項各号に掲げる条件の有無および内容 

 応募株券等の総数が株式に換算した買付け予定の下限（5,064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け予定の上限（8,170株）を超える場合は、その超える部分の全部の買

付け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。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１株未満の端数を四捨五入して計算した各応募株主

等からの買付け株数の合計が買付け予定の上限に満たない場合は、買付け予定の上限を上回らな

い数まで、四捨五入の結果切捨てられた端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株の応募株券等の買付けを行います。但し、切捨てられた端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け予定の上限を超えることとなる場合には、買付け予

定の上限を上回らない範囲で、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株未満の端数を四捨五入して計算した各応募株主

等からの買付け株数の合計が株式に換算した買付け予定の上限を超える場合は、買付け予定の上

限まで、四捨五入の結果切り上げられた端数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買

付け株数を１株減少させるものとします。但し、切り上げられた端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株数を減少させると買付け予定の上限を下回ることとなる場合

には、買付け予定の上限を上回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け株数を

減少させる株主を決定します。 

 

（訂正後） 

（9）その他買付け等の条件および方法 

   ① 法第 27 条の 13 第 4項各号に掲げる条件の有無および内容 

 応募株券等の総数が株式に換算した買付け予定の下限（5,064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け予定数（8,170株）を超える場合は、その超える部分の全部または一

部の買付け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。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１株未満の端数を四捨五入して計算した各応募株主

等からの買付け株数の合計が買付け予定数に満たない場合は、買付け予定数を上回らない数まで、

四捨五入の結果切捨てられた端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株の応

募株券等の買付けを行います。但し、切捨てられた端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け予定数を超えることとなる場合には、買付け予定数を上回らな

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株未満の端数を四捨五入して計算した各応募株主

等からの買付け株数の合計が株式に換算した買付け予定の上限を超える場合は、買付け予定数ま

で、四捨五入の結果切り上げられた端数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付け



株数を１株減少させるものとします。但し、切り上げられた端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株数を減少させると買付け予定数を下回ることとなる場合には、買付

け予定数を上回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け株数を減少させる株主

を決定します。 

 

（訂正前） 

（12）公開買付け者と対象者またはその役員との合意の有無および内容 

     アスキーソリューションズ取締役会は平成 19 年 11 月 1 日、本公開買付けに賛同する決議をい

たしました。また本第三者割当増資についても、同日、対象者の取締役会において、平成 19 年

11 月 16 日を払込期日として、普通株式 4,700 株を一株あたり 53,200 円で発行し当社に割り当

てることが決議されております。オリックスはかかる割り当てられた普通株式のうち、本公開

買付けで取得した株式と合わせ、アスキーソリューションズの発行済株式の 50.26％以上（但

し、66.25％を超えない範囲とします。）を保有することとなる株式数を引き受けることを予定

しています。 

     なお、本公開買付けおよび第三者割当の引受けが成立した際には、アスキーソリューションズ

の発行済株式の 50.26％以上（但し、66.25％を超えない範囲とします。）を取得し、連結子会

社化することとなりますが、オリックスは本資本参加後、アスキーソリューションズの連結子

会社化後においても、引続き大阪証券取引所ヘラクレス市場における上場を維持する方針であ

ります。 

 

（訂正後） 

（12）公開買付け者と対象者またはその役員との合意の有無および内容 

     アスキーソリューションズ取締役会は平成 19 年 11 月 1 日、本公開買付けに賛同する決議をい

たしました。オリックスは本公開買付けで、アスキーソリューションズの発行済株式の 33.39％

以上（但し、54.48％を超えない範囲とします。）を保有することを予定しています。 

     なお、オリックスは本公開買付け完了後もアスキーソリューションズの大阪証券取引所ヘラク

レス市場における上場を維持する方針であります。 

 

（訂正前） 

4. 第三者割当の引受けの概要 

アスキーソリューションズは、平成 19 年 11 月 1 日開催の取締役会において平成 19 年 11 月 16 日を払

込期日とする第三者割当による募集株式の発行（4,700 株）を決議し、オリックスは当該募集株式を引

き受けることを予定しています。 

（1）異動前の所有株式数   －株（所有割合－％） 

（2）買付け予定株式数   4,700 株（買付け代金 250 百万円） 

（3）取得予定株式数   4,700 株（取得代金 250 百万円） 

（4）異動後の所有株式数 4,700 株（所有割合 24.19％） 

 



（訂正後） 

  （全文削除） 

 

（訂正前） 

5. 本資本提携の日程（予定） 

平成 19 年 11 月 1 日  取締役会決議等機関決定・公開買付けに関する契約書・株式引受契約書締結 

平成 19 年 11 月 2 日  公開買付け開始公告・公開買付け届出書提出・公開買付け期間開始 

平成 19 年 11 月 16 日  本割当増資の申込期日・本割当増資の払込期日 

平成 19 年 12 月 7 日  公開買付け期間末日 

平成 19 年 12 月 14 日  本公開買付けの決済開始 

 

（訂正後） 

4. 本資本提携の日程（予定） 

平成 19 年 11 月 1 日  取締役会決議等機関決定・公開買付けに関する契約書・株式引受契約書締結 

平成 19 年 11 月 2 日  公開買付け開始公告・公開買付け届出書提出・公開買付け期間開始 

平成 19 年 12 月 7 日  公開買付け期間末日 

平成 19 年 12 月 14 日  本公開買付けの決済開始 

 

（訂正前） 

6. 今後の見通し 

  本資本提携による平成 20 年 3月期の業績予想に与える影響は軽微です。 

 

（訂正後） 

5. 今後の見通し 

  本資本提携による平成 20 年 3月期の業績予想に与える影響は軽微です。 

 

以上 

本件に関するお問合せ先 

オリックス株式会社 

社長室広報担当（吉田・藤井・石井） 

電話：03-5419-5102 

 


