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エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社によるエヌ・ティ・ティ・

ビジュアル通信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 

 

 

当社子会社であるエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社は、平成１９年１１月

３０日開催の取締役会において、下記のとおりエヌ・ティ・ティ・ビジュアル通信株式会社

株式を公開買付けにより取得することを決議いたしましたので、以下のとおり、お知らせ

いたします。 
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エヌ・ティ・ティ・ビジュアル通信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 

 

 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいま

す。）は、平成１９年１１月３０日開催の取締役会において、エヌ・ティ・ティ・ビジュアル通信株式

会社（以下「対象者」といいます。）の株式を公開買付けにより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．買付け等の目的 

 公開買付者は、平成９年12月の「日本電信電話株式会社の再編成に関する基本方針」を踏まえ

、平成11年５月に設立され、平成11年７月に日本電信電話株式会社から都道府県を越えて行なわ

れる長距離通信事業、フリーダイヤルなどの特殊付加電話サービス事業、インターネット・サー

ビス・プロバイダ事業(OCN)等を譲り受け営業開始し、同年10月、国際通信事業に新規参入し、世

界２３０以上の国と地域へ事業展開しております。 

 

 対象者は、昭和59年２月に日本電信電話株式会社（当時は公社）の委託をうけてビデオテック

ス通信網サービス及びキャプテン情報センターに関する業務の一部を行うとともに、情報提供者

からの委託により情報提供支援業務を行うことを事業の主な目的として設立されました。しかし

ながら、ＩＴ技術の普及により主力事業であるキャプテン情報センターが平成９年６月をもって

廃止となったことから、現在は、キャプテン情報センター業務で培ったノウハウを活かし携帯電

話への音楽や情報の提供を中心としたコンテンツ事業、新たに構築したWebリサーチシステムを中

心に、対象者独自のリサーチシステムを活用し、全国のモニターを用いてスピーディーに市場調

査を行うマーケティング事業、携帯ソリューションに関するノウハウを軸にしたコンサルティン

グ業務等を行うソリューション事業、システムオペレーションを基礎に様々なネットワークシス

テムの運営、保守、管理とＩＴ技術者の特定派遣等を行うＩＴサービス事業の４事業を基盤とし

て、収益力の強化を図っております。 

 

公開買付者及び対象者を取り巻く情報通信市場は、ブロードバンド化への転換が加速する一方

、移動通信市場ではデータ通信を主とする新事業者の参入が進むなど、移動通信と固定通信の融

合をはじめ、ユビキタスネットワーク時代に向けたインフラが急速に進化しています。また、ネ

ットワーク接続が可能なデジタル家電やブロードバンドコンテンツ等の需要や重要性がますます



高まってきており、サービスの充実・強化、マーケット拡大に向けた取組は加速し、一層多様化

しています。 

 公開買付者は、こうした市場環境の変化を踏まえ、ICT（Information & Communication 

Technology）に関する高い技術と豊富な経験を活かし、新たな成長を実現するための計画である

中期経営ビジョンとして、「コミュニケーションの新たな価値を創造し現在と未来を“つなぐ”

パートナーへ」という「事業ビジョン2010」を策定しています。その中で、企業のお客さまには

「ICT Solution Partner」をスローガンに、お客さまとともに経営課題を解決し、新たなビジネ

スへと“つなぐ”を、また、個人のお客さまには「“CreativE-Life”for Everyone」をスローガ

ンに、個人の興味や関心をインターネットを通じて、新しい生活に“つなぐ”を、実現し更には

この２つの事業を柱としながら、個人と企業との間をもつなぎ、新たなライフスタイルやビジネ

スモデルの創造を支援していきます。 

 

 対象者では、主力事業とするコンテンツ、マーケティング、ソリューション、ＩＴサービスの

４事業を基盤として、積極的に展開し事業を進めるとともに、公開買付者との連携強化を図り収

益力の強化に努めてまいりましたが、第23期（2006年3月）決算及び第24期（2007年3月）決算に

おいて２期連続の赤字となっており、これまでの事業体制の見直しや財務体質の改善を図ること

が対象者にとって最大の課題といえます。 

 

 公開買付者は、本公開買付けを経て、対象者が取組む４事業に関して、公開買付者及び公開買

付者の関係会社との連携をより強化することにより、顧客・市場に対して、サービスを安定的に

提供することや、より付加価値の高いサービスを提供することが可能になるものと認識しており

ます。また、対象者が更なる経営の効率化を実現し、厳しい競争環境の中で企業成長を維持する

ためには、対象者を公開買付者の子会社とすることにより、柔軟かつ機動的な経営戦略や施策等

を迅速に遂行するための体制を整え、公開買付者及び公開買付者の関係会社との経営上の連携強

化をより明確にした事業体制への転換を図ることが必要と考えております。 

 

 具体的には、以下のとおり、コンテンツ、マーケティング事業については、対象者と公開買付

者及び公開買付者の関係会社との連携を強化して、経営資源の効率化を図るとともに、競争力の

あるメニューを創出していきます。また、ソリューション、ＩＴサービス事業については、対象

者のＩＴ技術と事業ノウハウを活かし、公開買付者や公開買付者の関係会社との間で最適な連携

体制を実現することにより、シナジー効果を高めます。 

(1）コンテンツ事業 

コンテンツ事業につきましては、着信メロディやスポーツ情報をはじめとする様々なコンテ

ンツの企画・開発・配信を行っておりますが、いずれの分野も多数の新規参入及び有力な競

合会社が存在しております。対象者は、今後、公開買付者及び公開買付者の関係会社との連

携を強化して、新規サイトの開設やメニューの多様化等によりコンテンツの一層の充実を図

るとともに、経営資源の効率化を図り、競争力のある差別化された商品を創出します。 

(2）マーケティング事業 

マーケティング事業につきましては、市場環境の悪化、競合他社との競争激化等が進む中、

新聞市場では善戦しておりますが、主要市場である広告市場等で受注が伸びず苦戦を強いら

れる等、厳しい環境が続いております。対象者は、今後、公開買付者及び公開買付者の関係

会社との連携を強化して、新Ｗｅｂリサーチシステムの更なる活用による営業活動の強化を

図り、各市場において積極的な提案活動・営業展開に取り組むとともに、外注費を中心に節

減に努め、収支改善を行います。 

(3）ソリューション事業 



対象者は、携帯ソリューションサービスとして、「トクトル®」を展開するとともに、対象

者のＩＴ技術を活かし公開買付者のサポート業務を展開することにより公開買付者のサービ

ス価値と対象者の事業の拡大を図り、公開買付者と対象者のシナジー効果を高めます。 

(4）ＩＴサービス事業 

対象者は、対象者のアウトソーシングノウハウとＩＴ技術力を活かして、従来から、公開買

付者よりサービスセンタ業務を受託してきました。これに加え、対象者は、サービス・リエ

ンジニアリング業務として、サービス縮退時のデータ整備や顧客対応、データベースのク

リーン化（名寄せ、最新化等）、既存顧客の新サービスへの乗り換え支援などの一連の業務

への取り組みを進めてきました。公開買付者は、対象者のこれらの事業分野において、対象

者との連携を強化することで、業務効率化と同時に戦略的な新サービスへの既存顧客の誘導

に取り組み、公開買付者のサービス競争力の向上を図り、公開買付者と対象者のシナジー効

果を高めます。 

 

このように、公開買付者と対象者の役割を分担し各々が強みを活かすことにより、今まで以上

に競争力のあるサービスを提供し、公開買付者と対象者の企業価値向上に繋がるものと思ってお

ります。 

 

 このような考えの下、公開買付者は、両者の協働は双方の企業価値向上に資するものであると

判断し、対象者の普通株式11,100株（平成19年3月31日現在の対象者の発行済株式総数に対する割

合44.50%）を保有する筆頭株主として、対象者を公開買付者の子会社化することを目的として、

本公開買付けを実施します。なお、対象者の株主の皆様の利益に鑑み、本公開買付けに応募いた

だいた株券等については、全てを買付ける旨を対象者と合意しており、本公開買付けにおいては、

買付け等を行う株券等の上限及び下限を設定せず、応募株券等の全部を買付けることとしており

ます。 

 公開買付者は、本公開買付けによる資本関係の強化により、対象者と積極的に協働を進めてい

く考えですが、本公開買付け後に対象者の株式を追加で取得することについては、現時点では予

定しておりません。 

 

 公開買付者は、本公開買付けにおける対象者株式の買付価格の公正性を担保するために、公開

買付者及び公開買付者の関係会社並びに対象者とは独立したフィナンシャルアドバイザーである

みずほ証券株式会社（以下「みずほ証券」といいます。）を第三者算定機関として選定し、みず

ほ証券により作成された「エヌ・ティ・ティ・ビジュアル通信株式会社の株式価値に関する報告

書」（以下「株式価値報告書」といいます。）を参考資料とし、本公開買付けの買付価格を１株

当たり7,200円とすることを決定いたしました。具体的には、みずほ証券は、DCF法（ディスカウ

ンティド・キャッシュ・フロー法）並びに修正純資産法の各手法を用いて、対象者の株式価値算

定を行い、対象者の普通株式１株当たりの価値の範囲を、DCF法において5,009円～7,272円、修正

純資産法において3,964円と算定いたしました。 

 買付価格である１株当たり7,200円は、かかる株式価値報告書を参考にしつつ、対象者による本

公開買付けへの賛同の可否、対象者についての法務面に関するデュー・ディリジェンスの結果、

本公開買付けの見通し等を勘案し、かつ、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、公開買付者

が決定したものです。 

 

対象者は、対象者が公開買付者の関係会社に該当するため、利益相反回避の観点から、本公開

買付けにおける買付価格の公正性を担保するため、公開買付者とは別個に、公開買付者及び公開

買付者の関係会社並びに対象者とは独立した荻野裕吉公認会計士事務所（以下「荻野公認会計士



事務所」といいます。）を第三者算定機関として選定して株式評価を依頼し、荻野公認会計士事

務所より「エヌ・ティ・ティ・ビジュアル通信株式会社の株式価値算定書」（以下「株式価値算

定書」といいます。）を取得しております。具体的には、荻野公認会計士事務所は、DCF法及び修

正簿価純資産法の各手法を用いて、対象者の株式価値算定を行い、対象者の普通株式１株当たり

の価値の範囲は、DCF法において6,597円～7,165円、修正簿価純資産法において6,918円と算定い

たしました。その上で、対象者取締役会は、株式価値算定書の内容及び法律顧問等の助言をもと

に、公開買付者との間で十分な協議及び交渉を行い、本公開買付けに関する諸条件を慎重に検討

した結果、本公開買付けに関する諸条件は妥当であり、本公開買付けが対象者の株主の皆様に対

して合理的な価格であると判断し、平成19年11月30日開催の対象者取締役会において、審議及び

決議に参加した対象者取締役の全員一致で、本公開買付けに賛同の意を表明する旨の決議がなさ

れております。また、上記取締役会に出席した監査役はいずれも、対象者取締役会が上記意見を

表明することに賛同する旨の意見を述べております。但し、対象者の取締役のうち、公開買付者

の特別関係者である日本電信電話株式会社情報流通基盤総合研究所の生田康二氏及び対象者の監

査役のうち、公開買付者のブロードバンドＩＰ事業部企画部担当部長である吉田忠良氏について

は、利益相反回避の観点から、上記取締役会の審議及び決議には参加しておりません。 

 

なお、対象者はその定款において株式譲渡制限を定めています。従って、公開買付者は、会社

法第137条第1項の規定に基づき、本公開買付けの決済日以降、対象者に対して本公開買付けによ

り買付けた対象者株式の取得についての取締役会の承認を請求する予定であり、対象者の取締役

会はこれを承認する予定である旨を決議しています。 

 



２．買付け等の概要 

（１）対象者の概要 

① 商 号 エヌ・ティ・ティ・ビジュアル通信株式会社 

 

② 

 

事 業 内 容 

コンテンツ事業、マーケティング事業、ソリューション事業及びＩＴサー

ビス事業の４事業等 

 

③ 

 

設 立 年 月 日 昭和５９年２月２７日 

 

④ 

 

本 店 所 在 地 東京都港区麻布台一丁目１１番９号 

 

⑤ 

 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小野 喜世彦 

 

⑥ 

 

資 本 金 1,247,250 千円（平成１９年３月３１日 現在） 

 

 

 

 

 

 

⑦ 

 

大株主及び持株比率 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社  

株式会社みずほコーポレート銀行  

株式会社三井住友銀行   

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行   

ＫＤＤＩ株式会社  

株式会社りそな銀行  

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社  

株式会社産業経済新聞社   

ソニー株式会社   

株式会社東芝   

日本電気株式会社   

株式会社日立製作所   

パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社   

44.50%

3.94%

2.92%

2.77%

1.60%

1.25%

0.96%

0.96%

0.90%

0.90%

0.90%

0.90%

0.90%

 

 

資 本 関 係

 

 

当社は、対象者の発行済株式総数の 44.50%を所有してお

ります。 

 

 

人 的 関 係

 

 

当社から取締役１名および監査役１名を対象者へ派遣し

ております。また、当社より対象者への従業員の出向が

あります。 

 

 

取 引 関 係

 

 

当社と対象者との間には、ＤＤＸ－ＴＰクリーン化業務

受託等の取引があります。 

⑧ 
買付者と対象者の 

関 係 等 

 

関連当事者へ

の 該 当 状 況

 

対象者は、当社の関係会社です。 



 

（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 12 月３日（月曜日）から平成 20年３月４日（火曜日）まで（６０営業日） 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

該当事項はありません。 

 

（３）買付け等の価格    １株につき金 7,200 円 

 

（４）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

本公開買付けにおける買付価格である１株当たり7,200円は、第三者算定機関であるみず

ほ証券が提出した株式価値報告書を参考にして決定いたしました。みずほ証券は対象者の株

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検討を行った結果、DCF法（ディス

カウンティド・キャッシュ・フロー法）並びに修正純資産法の各手法を用いて、対象者の株

式価値算定を行っております。因みに、類似企業比較法につきましては、対象者の事業が多

岐にわたること等を勘案し、対象者評価には適さないものとして採用しておりません。また、

市場株価基準法につきましては、対象者が非上場企業であることから採用しておりません。

株式価値報告書による対象者株式の１株当たりの株式価値は、以下のとおり示されておりま

した。 

ＤＣＦ法：   5,009円～7,272円 

修正純資産法： 3,964円 

公開買付者は、株式価値報告書の評価結果を参考として、更に、公開買付者と対象者の連携

強化によるシナジー効果、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、対象者についての法

務面に関するデュー・ディリジェンスの結果、本公開買付けの見通し等を勘案し、かつ、対

象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に本公開買付けにおける買付価格を１株当た

り 7,200 円と決定いたしました。 

 

② 算定の経緯 

公開買付者は、平成19年６月頃より、対象者の事業体制の見直しや財務体質の改善、公開

買付者と対象者の協働によるシナジー効果及び企業価値向上の可能性について具体的な検討

を開始し、対象者と協議を重ねてまいりました。その結果、対象者を公開買付者の子会社と

することが、両社の更なる企業価値の向上に繋がると判断し、本公開買付けに関する具体的

な検討を開始し、以下の経緯により本公開買付けにおける買付価格を決定いたしました。 

 

（１） 算定の際に第三者の意見を聴取した場合の当該第三者の名称 

公開買付者は、本公開買付けにおける対象者株式の買付価格を決定するに当たり、第三者

算定機関であるみずほ証券より、株式価値報告書を平成１９年11月19日に取得しております。 

なお、みずほ証券は、公開買付者と独立した機関であり、公開買付者の関連当事者には該

当しません。 

 

（２） 株式価値報告書の概要 

みずほ証券は、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検討

を行った結果、DCF法（ディスカウンティド・キャッシュ・フロー法）並びに修正純資産法の

各手法を用いて、対象者の株式価値算定を行っております。因みに、類似企業比較法につき

ましては、対象者の事業が多岐にわたること等を勘案し、対象者評価には適さないものとし

て採用しておりません。また、市場株価基準法につきましては、対象者が非上場企業である

ことから採用しておりません。各々の手法において、算定された対象者の普通株式１株当た

りの価値の範囲は、以下のとおりです。 

ＤＣＦ法：  5,009円～7,272円 



修正純資産法：3,964円 

 

（３） 本公開買付価格を決定するに至った経緯 

 公開買付者は、上記算定結果を参考に、対象者が非上場会社であること、事業が多岐にわ

たること等を勘案し、最終的に対象者の将来の収益力を反映したDCF法による算定結果を重視

し検討を行いました。 

その結果、公開買付者と対象者との協働によるシナジー効果、対象者による本公開買付けへ

の賛同の可否、対象者についての法務面に関するデュー・ディリジェンスの結果、本公開買

付けの見通し等を勘案し、かつ、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、平成19年11月30

開催の取締役会において、本公開買付けにおける買付価格を１株当たり7,200円と決定いたし

ました。 

 

（４） 買付価格の公正性を担保するためのその他の措置 

対象者取締役会は、対象者が公開買付者の関係会社に該当するため、利益相反回避の観点

から、公開買付者とは別個に、公開買付者及び公開買付者の関係会社並びに対象者から独立

した荻野公認会計士事務所を第三者算定機関として選定して株式評価を依頼し、荻野公認会

計士事務所より株式価値算定に係る株式価値算定書を取得しております。 

具体的には、荻野公認会計士事務所は、DCF 法及び修正簿価純資産法の各手法を用いて、対象

者の株式価値算定を行い、対象者の普通株式１株当たりの価値の範囲は、DCF 法において

6,597 円～7,165 円、修正簿価純資産法において 6,918 円と算定いたしました。その上で、対

象者取締役会は、株式価値算定書の内容及び法律顧問等の助言をもとに、公開買付者との間

で十分な協議及び交渉を行い、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

買付けの諸条件は妥当であり、本公開買付けが対象者の株主の皆様に対して合理的な価格で

あると判断し、平成 19年 11月 30 日開催の対象者取締役会において、審議及び決議に参加し

た対象者取締役の全員一致で、本公開買付けに賛同の意を表明する旨の決議がなされており

ます。また、上記取締役会に出席した監査役はいずれも、対象者取締役会が上記意見を表明

することに賛同する旨の意見を述べております。但し、対象者の取締役のうち、公開買付者

の特別関係者である日本電信電話株式会社情報流通基盤総合研究所の生田康二氏及び対象者

の監査役のうち、公開買付者のブロードバンドＩＰ事業部企画部担当部長である吉田忠良氏

については、利益相反回避の観点から、上記取締役会の審議及び決議には参加しておりませ

ん。 

 

③  算定機関との関係 

当社又は対象者の関連当事者に該当しません。 

 

（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 

買付予定の下限 

③株式に換算した 

買付予定の上限 

株 券 1,375 株 ―株 ―株

新 株 予 約 権 証 券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券

（   ） 
― ― ―

株券等預託証券(   ) ― ― ―

合 計 1,375 株 ―株 ―株

（注 1） 本公開買付けにおける買付予定の株券等の数（以下「買付予定数」といいます。）は、1,375

株です。ただし、公開買付者は、応募株券等の全部の買付けを行い、金融商品取引法（以下

「法」といいます。）第 27条の 13第 4項各号に掲げるいずれの条件も付しません。 



（注 2） 本公開買付けにおける公開買付者が取得する株券等の数の最大の数は、対象者が平成 19年６

月 25日に提出した第 24期有価証券報告書に記載された平成 19年３月 31日現在の発行済株

式総数（24,945 株）から、端株（１株）と本書提出日現在における公開買付者が保有する対

象者株式数（11,100 株）を控除した株式数（13,844 株）となります。 



 

（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当社の所有

株券等に係る議決権の数 
11,100 個

（買付け等前における株券等所有割合 

44.50％）

買 付予定の株券等に係る 

議 決 権 の 数 
1,375 個

（買付け等後における株券等所有割合

50.01％）

対象者の総株主等の議決権の数 24,944 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数 1,375 株に係

る議決権の数を記載しております。 

（注２）「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の平成 19年６月 25日提出の第 24期有価証券

報告書に記載された総株主の議決権の個数です。 

（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」は、小

数点以下第三位を四捨五入しています。 

（注４）公開買付者は、応募株券等の全部の買付けを行いますので、本公開買付けにより取得する

「買付予定の株券等に係る議決権の数」は最大で 13,844 個となり、「買付け等後における株

券等所有割合」は最大で 100.00％となる可能性があります。 

 

（７）買付代金   9,900,000 円 

 （注）買付代金は、買付予定数（1,375 株）に、1 株当たりの買付価格を乗じた金額を記載しており

ます。ただし、応募株券等の総数が買付予定数以上の場合でも、応募株券等の全部の買付け

等を行いますので、最大買付数（13,844 株）全てを買付けた場合の買付代金は 99,676,800

円になります。 

 

（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 

新光証券株式会社       東京都中央区八重洲二丁目４番１号 

②  決済の開始日 

平成 20年３月 11日(火曜日) 

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）の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付

けられた株券等に係る売却代金を応募株主等（外国人株主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（外国人株主の場合はその

常任代理人）の指定した場所へ送金するか、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国

各支店にてお支払いします。 

 

（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 

該当事項はありません。公開買付者は、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

  

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 

金融商品取引法施行令（以下「令」といいます。）第 14条第 1項第 1号イないしチ、ヲな

いしソ、第３号イないしト並びに同条第２項第３号ないし第６号に定める事項のいずれかが

発生した場合は、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いたします。

ただし、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 

法第 27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第 13条第１項に

定める行為を行った場合には、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。買付け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に掲載いたします。ただし、公開買付期間末日までに公告を行

うことが困難である場合は、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。 

 

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、公開買付期間の末日の 15時までに、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みの受付票を添付の上、解除書面（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。したがって、送付の場

合は、解除書面が公開買付期間末日の 15時までに公開買付代理人に到達しなければ解除で

きないことにご注意ください。 

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しません。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。 

 

解除書面を受領する権限を有する者 

新光証券株式会社    東京都中央区八重洲二丁目４番１号 

(その他新光証券株式会社全国各支店) 

 

⑤【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】 

買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等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。ただし、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。ただし、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方法により訂正します。 

 

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もなく、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、本公開買付けに関する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、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できません。 

本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代

理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。 

応募株主等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居

住又は所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、

直接間接を問わず、米国内において、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、電話を含みますが、これらに限りません。

)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受

託者・受任者として行動する者ではないこと(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きます。)。 

 

 

（10）公開買付開始公告日 

平成 19年 12 月３日（月曜日） 

 

（11）公開買付代理人 

    新光証券株式会社  東京都中央区八重洲二丁目４番１号 

 

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 

  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、対象者の取締役会において、決議に参加した取締役全員の賛成

を得て本公開買付けに賛同する旨の決議を得ております。また、上記取締役会に出席した監

査役（社外監査役を含む。）はいずれも、対象者取締役会が上記意見を表明することに賛同

する旨の意見を述べております。 

また、対象者はその定款において株式譲渡制限を定めています。従って、公開買付者は、

会社法第137条第1項の規定に基づき、本公開買付けの決済日以降、対象者に対して本公開買

付けにより買付けた対象者株式の取得についての取締役会の承認を請求する予定であり、対

象者の取締役会はこれを承認する予定である旨を決議しています。 

  ②公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程 

公開買付者は、本公開買付けを経て、対象者が取組む４事業に関して、公開買付者及び公開買

付者の関係会社との連携をより強化することにより、顧客・市場に対して、サービスを安定的に

提供することや、より付加価値の高いサービスを提供することが可能になるものと認識しており

ます。また、対象者が更なる経営の効率化を実現し、厳しい競争環境の中で企業成長を維持する



ためには、対象者を公開買付者の子会社とすることにより、柔軟かつ機動的な経営戦略や施策等

を迅速に遂行するための体制を整え、公開買付者及び公開買付者の関係会社との経営上の連携強

化をより明確にした事業体制への転換を図ることが必要と考えております。 

 具体的には、以下のとおり、コンテンツ、マーケティング事業については、公開買付者や公開

買付者の関係会社との連携を強化して、経営資源の効率化を図るとともに、競争力のあるメ

ニューを創出していきます。また、ソリューション、ＩＴサービス事業については、対象者のＩ

Ｔ技術と事業ノウハウを活かし、公開買付者や公開買付者の関係会社との間で最適な連携体制を

実現することにより、シナジー効果を高めます。 

(1）コンテンツ事業 

コンテンツ事業につきましては、着信メロディやスポーツ情報をはじめとする様々なコンテン

ツの企画・開発・配信を行っておりますが、いずれの分野も多数の新規参入及び有力な競合会社

が存在しております。対象者は、今後、公開買付者及び公開買付者の関係会社との連携を強化し

て、新規サイトの開設やメニューの多様化等によりコンテンツの一層の充実を図るとともに、経

営資源の効率化を図り、競争力のある差別化された商品を創出します。 

(2）マーケティング事業 

マーケティング事業につきましては、市場環境の悪化、競合他社との競争激化等が進む中、新

聞市場では善戦しておりますが、主要市場である広告市場等で受注が伸びず苦戦を強いられる等、

厳しい環境が続いております。対象者は、今後、公開買付者及び公開買付者の関係会社との連携

を強化して、新Ｗｅｂリサーチシステムの更なる活用による営業活動の強化を図り、各市場にお

いて積極的な提案活動・営業展開に取り組むとともに、外注費を中心に節減に努め、収支改善を

行います。 

(3）ソリューション事業 

携帯ソリューションサービスとして、「トクトル®」を展開するとともに、対象者のＩＴ技術を

活かし公開買付者のサポート業務を展開することにより公開買付者のサービス価値と対象者の事

業の拡大を図り、公開買付者と対象者のシナジー効果を高めます。 

(4）ＩＴサービス事業 

対象者は、対象者のアウトソーシングノウハウとＩＴ技術力を活かして、従来から、公開買付

者よりサービスセンタ業務を受託してきました。これに加え、対象者は、サービス・リエンジニ

アリング業務として、サービス縮退時のデータ整備や顧客対応、データベースのクリーン化（名

寄せ、最新化等）、既存顧客の新サービスへの乗り換え支援などの一連の業務への取り組みを進

めてきました。公開買付者は、対象者のこれらの事業分野において、対象者との連携を強化する

ことで、業務効率化と同時に戦略的な新サービスへの既存顧客の誘導に取り組み、公開買付者の

サービス競争力の向上を図り、公開買付者と対象者のシナジー効果を高めます。 

 

このように、公開買付者と対象者の役割を分担し各々が強みを活かすことにより、今まで以上

に競争力のあるサービスを提供し、公開買付者と対象者の企業価値向上に繋がるものと思ってお

ります。 

 このような考えの下、公開買付者は、両者の協働は双方の企業価値向上に資するものであると

判断し、対象者の普通株式11,100株（平成19年3月31日現在の対象者の発行済株式総数に対する

割合44.50%）を保有する筆頭株主として、対象者を公開買付者の子会社化することを目的として、

本公開買付けを実施することといたしました。なお、対象者の株主の皆様の利益に鑑み、本公開

買付けに応募いただいた株券等については、全てを買付ける旨を対象者と合意しており、本公開

買付けにおいては、買付け等を行う株券等の上限及び下限を設定せず、応募株券等の全部を買付

けることとしております。 

  ③利益相反回避措置の内容 



 公開買付者と対象者の利益相反を回避するため、公開買付者及び対象者は、各々異なる第三

者機関から対象者の株式価値に関する意見を取得し、買付価格の決定または本公開買付けに対す

る賛同の判断に当たりこれを参考にしております。 

対象者は、対象者が公開買付者の関係会社に該当するため、利益相反回避の観点から、公開買

付者とは別個に、公開買付者及び公開買付者の関係会社並びに対象者から独立した荻野公認会計

士事務所を第三者算定機関として選定して株式評価を依頼し、荻野公認会計士事務所より株式価

値算定書を取得しております。具体的には、荻野公認会計士事務所は、DCF法及び修正簿価純資

産法の各手法を用いて、対象者の株式価値算定を行い、対象者の普通株式１株当たりの価値の範

囲は、DCF法において6,597円～7,165円、修正簿価純資産法において6,918円と算定いたしました

。その上で、対象者取締役会は、株式価値算定書の内容及び法律顧問等の助言をもとに、公開買

付者との間で十分な協議及び交渉を行い、本公開買付けに関する諸条件を慎重に検討した結果、

本公開買付けの諸条件は妥当であり、本公開買付けが対象者の株主の皆様に対して合理的な価格

であると判断し、平成19年11月30日開催の対象者取締役会において、審議及び決議に参加した対

象者取締役の全員一致で、本公開買付けに賛同の意を表明する旨の決議がなされております。ま

た、上記取締役会に出席した監査役はいずれも、対象者取締役会が上記意見を表明することに賛

同する旨の意見を述べております。但し、対象者の取締役のうち、公開買付者の特別関係者であ

る日本電信電話株式会社情報流通基盤総合研究所の生田康二氏及び対象者の監査役のうち、公開

買付者のブロードバンドＩＰ事業部企画部担当部長である吉田忠良氏については、利益相反回避

の観点から、上記取締役会の審議及び決議には参加しておりません。 

 

（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 

対象者が平成19年10月５日付で関東財務局長宛に提出した臨時報告書によると、株式会社ネット

マン（以下、「㈱ネットマン」といいます。）は、対象者等に対し、以下のような訴訟を提起しまし

た。 

 

(1）訴訟の提起があった裁判所及び年月日 

 

東京地方裁判所 平成19年９月５日（訴状送達日：平成19年９月13日） 

 

(2）訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名 

 

名称     株式会社ネットマン（以下、「㈱ネットマン」） 

住所     東京都中央区八丁堀２丁目２番地４号 第６高輪ビル 

代表者の氏名 代表取締役 永谷 研一 

 

(3）訴訟の内容及び請求金額 

 

①訴訟の内容 

 

㈱ネットマンが対象者に対して、対象者が㈱ネットマンとの「共同事業の覚書」に基づき

契約を終了したことに対しての損害の請求 

 

②請求金額 

 

１億6,327万7,520円及び利息金 

 

(4）訴訟が提起されるに至った経緯 

 



 当該訴訟における㈱ネットマンの主張は、平成 13年５月 31日付で締結したｉモード公式

サイト「サッカー三昧」に関する「共同事業の覚書」第 15条（覚書の有効期限）に従い対象

者が、平成 19年６月１日以降自動更新を行わず、平成 19年５月 31日をもって契約を終了し

たことに対し、３年分の利益を喪失したとして、請求をしているものであります。 

 

 

以 上 
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