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サーベラス エヌシービー アクイジション エルピーによる 

当行株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 

 

 

当行は、平成 20 年 3 月 3 日開催の取締役会において、ケイマン諸島のエグゼンプティッ

ド・リミテッド・パートナーシップであるサーベラス エヌシービー アクイジション エル

ピー（Cerberus NCB Acquisition, L.P.）（以下「公開買付者」といいます。）による当行普

通株式 132,000,000 株（発行済普通株式数の約 8.00%）を上限とする公開買付け（以下「本

公開買付け」といいます。）について賛同の意を表明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。 

現在、公開買付者は、当行普通株式の 618,659,000 株（発行済普通株式数の約 37.49%）を

保有しています。公開買付者が買付予定数の上限まで当行普通株式を取得した場合、公開

買付者は、当行発行済普通株式の約 45.49%を所有することになります。 

 

なお、公開買付者が買付予定数の上限まで当行普通株式を取得した場合でも、当行は東

京証券取引所での上場を維持する方針です。 

 

 

1. 公開買付者の概要 

 

(1) 商号 サーベラス エヌシービー アクイジション エルピー

（Cerberus NCB Acquisition, L.P.） 

(2) 事業内容 当行の株式を保有するために組織されたリミテッド・パ

ートナーシップ 
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(3) 設立年月日 平成 12 年 2 月 8 日 

(4) 本店所在地 ケイマン諸島 KY1-1102、グランド・ケイマン、私書箱

1043、ドクター・ロイズ・ドライブ 69、カレドニアン・

ファンド・サービシズ（ケイマン）リミテッド気付 

(5) 代表者の役職・氏名 マーク・A・ネポラント 

公開買付者のジェネラル・パートナーであるサーベラス 

アオゾラ ジーピー エルエルシーにおけるマネージン

グ・メンバーのマネージング・ディレクター 

(6) 資本金（出資金） 90,324,214,000 円 

(7) 大株主及び持株比率 (1) サーベラス アオゾラ ジーピー エルエルシー：

0.20% 

(2) マルコ ポーロ インベストメント ビーヴィー：

20.06% 

(3) エレファント キャピタル ビーヴィー：17.66% 

(4) エフイー キャピタル ビーヴィー：21.26% 

(5) シーエイ リミテッド ビーヴィー：18.08% 

(6) エムピー ファイナンス ビーヴィー：14.88% 

(7) エヌシービー ワラント ホールディングス ツー ビ

ーヴィー:7.85% 

(8) 当行との関係等 資本関係 

 

 

人的関係： 

現在、公開買付者は、当行普通株式

618,659,000 株を保有しております。

 

当行取締役のうち、下記の者につい

ては公開買付者等との間で下記のと

おりの関係を有しております。 

・ ジェームス ダンフォース クエ

ール氏は、サーベラス グローバ

ル インベストメンツ エルエル

シーの会長です。 

・ フランク Ｗ.ブルーノ氏は、サー

ベラス グローバル インベスト

メンツ アドバイザーズ エルエ

ルシーの社長であり、かつ、公

開買付者のジェネラルパートナ

ーのバンキング部門のマネージ

ングメンバーにおけるヴァイ 
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 ス･プレジデントです。 

・ ピーター・コーテヴェグ氏は、

サーベラス グローバル インベ

ストメンツ アドバイザーズ エ

ルエルシーの副会長であり、か

つ、サーベラス ジャパン イン

スティテューショナル ホール

ディング ビーヴィー等のマネ

ージング･ディレクターであり、

またプロモントリア ホールデ

ィング フォー ビーヴィーのマ

ネージング･ディレクターでも

あります。 

・ ブルーノ氏、ヨンカート氏、コ

ーテヴェッグ氏及びシッパー氏

は、公開買付者のリミテッド･パ

ートナーシップ持分を保有する

事業体の役員です。 

・ リー ミルスタイン氏はサーベ

ラス キャピタル マネジメント 

エルピーのマネージング・ディ

レクターです。 

 

取引関係： 公開買付者と当行の間に取引関係は

ありません。 

 

  

関連当事者への該

当状況： 

公開買付者は当行の主要株主に該当

します。 
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2. 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

(1) 取締役会の意見 

 

当行取締役会は、平成 20 年 3 月 3 日開催の取締役会において、当行の普通株式に

対する本公開買付けについて賛同の意を表明することを決議いたしました。 

 

(2) 本公開買付けに賛同するに至った経緯 

 

当行は、事業法人、金融法人、政府機関、個人のお客様に対して、貸出をはじめと

する様々な金融商品・サービスやお客様の課題解決のためのアドバイス等を提供する

金融機関です。当行は近年、伝統的な貸出業務に加え専門性の高いスペシャルティフ

ァイナンス等の新たな分野を含め、与信ポートフォリオの改善及び事業基盤の多様化

等を通じて業務の拡充を図って参りました。当行は、ビジネス・モデル、ガバナンス、

リスク管理、組織及び企業文化を改善していくことが、将来の成長のための強固なプ

ラットフォームを築くものと考えております。 

 

当行は昭和 32 年に設立され、一時国有化（金融再生法に基づく特別公的管理）さ

れておりましたが、平成 12 年 9 月に再民営化を果たすとともに、経営健全化計画を

策定いたしました。行名を株式会社日本債券信用銀行から株式会社あおぞら銀行に変

更しました。平成 15 年 9 月にサーベラス エヌシービー アクイジション エルピーが

当行の普通株式の過半数を取得した後は、新しい経営陣と一層強化された取締役会の

下で当行の経営再建に取り組んで参りました。 

 

当行は、平成 18 年 11 月 14 日に株式公開を行い、東京証券取引所市場第一部に再

上場いたしました。株式公開直前の時点で、サーベラス エヌシービー アクイジショ

ン エルピーは当行発行済普通株式の約 61.84%を保有しておりましたが、株式公開に

際し、公開買付者は、その保有する当行発行済普通株式の一部を売却し、現在約 37.49%

を保有しております。公開買付者が買付予定数の上限まで当行普通株式を取得した場

合、公開買付者の保有割合は、当行発行済普通株式の約 45.49%となる予定です。 

 

預金保険機構は、優先株式 1 株当たり普通株式 5 株を取得することができる当行の

第四回甲種優先株式を保有しており、また預金保険機構の子会社である株式会社整理

回収機構は、1 株当たり 450 円の取得価格（平成 20 年以降、毎年 10 月に修正が行わ

れます。）で普通株式を取得することができる当行の第五回丙種優先株式を保有して

います。現在、当該甲種優先株式によって、120,360,000 株相当の普通株式を取得する

ことが可能であり、平成 30 年 4 月 1 日までに取得請求がなかった場合には、同日を
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もって、原則としてその時点での時価を基準として算出された数（但し、下限が付さ

れております。）の普通株式が強制的に交付されます。現在、当該丙種優先株式は、

1株当たり 450円の取得価格で 345,066,000株相当の普通株式を取得することが可能で

あり、平成 24 年 10 月 3 日までに取得請求がなかった場合には、同日をもって、原則

としてその時点での時価を基準として算出された数（但し、上限及び下限が付されて

おります。）の普通株式が強制的に交付されます。 

 

平成 20 年 1 月 31 日付で、当行は、平成 19 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期（9

ヶ月間通算）の当行の連結当期純利益が前年同期比約 66.8%減の約 249 億円となった

ことを公表しました。これは、債務担保証券（CDO）に係る約 365 億円の減損並びに

日本国債及び米国債等の売却を実施し、約 70 億円の売却損を計上したことが主な要

因です。 

 

公的資金の注入を受けた銀行として、当行は、経営健全化計画を策定し、定期的に

更新するよう義務づけられております。平成 19 年 8 月に提出された現在の経営健全

化計画において、平成 20 年 3 月期（以下「当期」といいます。）の単体純利益を 760

億円と計画しておりましたが、平成 20 年 1 月 31 日付で、当期の単体の予想純利益を

約 64.5%減少し、270 億円としたことを公表いたしました。結果として、当行の平成

20 年 3 月期第 4 四半期の業績及びその他の要因によっては、当行の経営健全化計画に

記載された額の当期純利益目標や剰余金の配当その他の指標を達成できない可能性

があります。 

 

これら 近当行が直面している課題にもかかわらず、当行は、事業の持続的かつバ

ランスの取れた成長を達成するための態勢を維持していると考えております。当行の

主要な事業戦略としては、以下のようなものが挙げられます。 

 

• スペシャルティ・ファイナンス 

 

当行は、レバレッジド・ファイナンス、不動産ファイナンス及びアセットフ

ァイナンス等のスペシャルティ・ファイナンス市場において、日本をリード

する銀行です。これらのマーケットにおけるビジネスチャンスを捕らえるた

め、当行は、その与信決定プロセスを改善するとともにアカウンタビリティ

の拡充に努めつつ、オリジネートとセールスの連携を図っております。 

• 国内法人向け融資の拡充 
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当行は、国内の金融市場において、顧客ニーズを的確に把握するともに、与

信審査体制の強化を図り、ローンポートフォリオを拡充して参りました。当

行の融資残高は、当期の第 3 四半期末（9 ヶ月間通算）までで前年度末比約

11.8%増となりました。 

• リレーションシップの強化 

 

当行は、以下のような関係を活用して、さらなるビジネスチャンスを見込ん

でいます。 

o 地域金融機関向けビジネス 

 

当行は長年に亘り、様々な地域金融機関のお客様との間で、金融商

品販売、不良債権投資、経営課題へのアドバイザリーサービス等、

親密な取引関係を築いております。 

o 戦略的提携パートナー 

 

当行は、スペシャルティファイナンス商品の販売業務を強化し、ス

ケールメリットを追求し商品開発の効率性を高めるため、金融機関

をパートナーとして戦略的提携を展開しています。 

o リテールバンキング 

 

個人のお客様（顧客数 21 万人以上）は、富裕層を中心としており平

均預金残高は 670 万円以上です。当行の重要な調達基盤であるとと

もに、金融商品販売等による手数料収入も期待されます。 

公開買付者は、本公開買付けにおいて金銭を対価とする部分的な買付提案を行うこ

とによって、当行の事業展開へのコミットメントを再確認することを望んでおります。

また、公開買付者はその普通株式の保有割合を 45.49%に留めるため、普通株式の上

場は維持される予定です。公開買付者は、とりわけ当行の事業活動を強化し、当行が

国内外の市場における顧客に提供する商品及びサービスの範囲を拡大するための主

要な事業戦略を引き続き支援していくことを表明しています。本公開買付け後も、当

行は、当行の主要株主並びにその子会社及び関係会社等との間の一定の取引について

は、特別監査委員会による検証・監査を行う旨定めている行内手続を引き続き維持し

ていく予定です。 
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当行は、本公開買付けは、一般株主にとって、当行の普通株式の 近の市場価格に

プレミアムを乗せた価格で当行株式を売却するか否かを選択する有意義な機会を提

供するものと考えております。また、当行及び公開買付者は、本公開買付けは当行の

株主基盤の安定化に寄与し、厳しい環境下にある金融市場に対処しなければならない

当行経営陣に対して重要なサポートを提供するものでもあると考えております。 

 

公開買付者から本公開買付けの提案を受けて以降、当行取締役会は、一般株主の利

益を保護する必要性に配慮しつつ、本公開買付け案の利点及びリスクについて様々な

角度から検討するべく本特別委員会（以下に定義します。）を設置しました（下記(3)

及び(4)において詳述します。）。 

 

その後も慎重な検討を行い、本特別委員会の勧告及びフィナンシャル・アドバイザ

ーからのフェアネス・オピニオンの受領等を経て、当行取締役会（なお、サーベラス・

グループの関連者である取締役 6 名、当行普通株式の約 9%を保有する東京海上日動

火災保険株式会社（以下「東京海上」といいます。）の関連者である取締役 1 名及び

同じく当行普通株式の約 9%を保有するオリックス株式会社（以下「オリックス」と

いいます。）の関連者である取締役 1 名は、本議案に関する審議及び決議には参加し

ておりません。）は、本公開買付けに賛同することが妥当であるとの結論に達し、本

公開買付けに賛同する旨の決議を行いました。 

 

(3) 買付価格に関して講じられた措置 

 

公開買付者は、当行の普通株式を、当行の現在の発行済普通株式（自己株式を除き

ます。）の約 8.00%に相当する 132,000,000 株を上限として取得することを目指して本

公開買付けを行います。また、本公開買付けにおいては、応募株券等の買付予定数の

下限は設定されません。 

 

当行の代表取締役は、平成 20 年 2 月 13 日、公開買付者から、普通株式を追加取得

するため公開買付けの可能性を検討する旨の書簡を受領しました。 

 

これを受けて、当行の取締役会は、公開買付者が当行の発行済普通株式総数の約

37.49%を保有する株主であることから、一般株主にとっての公正性を担保するため、

本公開買付けの提案を検討し、本公開買付けに関する当行の立場を決定するため、取

締役会における特別委員会を設置することが適当であると決定しました。 
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当行の取締役会は、平成 20 年 2 月 15 日、公開買付けの提案を検討及び分析すると

ともに、当行の取締役会及び本特別委員会が本公開買付けの条件を評価するに際し助

言を行う独立のフィナンシャル・アドバイザーを選任するため、ステファンズ氏及び

津川氏の2名の取締役により構成され、ステファンズ氏を委員長とする特別委員会（以

下「本特別委員会」といいます。）を設置することを決定いたしました。なお、サー

ベラス・グループの関連者である取締役 6 名は、上記に関する審議及び決議には参加

しておりません。 

 

平成 20 年 2 月 13 日に、当行は森・濱田松本法律事務所（以下「MHM」といいま

す。）を本件に関する日本法の特別法律顧問として、またデービス･ポーク･アンド･ウ

ォードウェル（以下「DPW」といいます。）を本件に関する米国法の特別法律顧問と

して起用しました。そして平成 20 年 2 月 15 日以降、本特別委員会は、本公開買付け

の提案に関して MHM 及び DPW から助言を受けました。本特別委員会及び当行は、

本公開買付けに関連して生じる日本法上の論点に関して MHM から、また米国法上の

論点に関して DPW から、継続的な助言を受けました。 

 

平成 20 年 2 月 20 日、本特別委員会は、本公開買付けに関し、MHM 及び DPW の

弁護士の同席のもと、独立のフィナンシャル・アドバイザーの職務についてモルガ

ン・スタンレー証券株式会社（以下「モルガン・スタンレー」といいます。）との会

議を開催し、面談を行いました。そして、本特別委員会は、モルガン・スタンレーを

本公開買付けに関連するフィナンシャル・アドバイザーとして起用することを決定し、

平成 20 年 2 月 21 日付で、モルガン・スタンレーは、これを受諾しました。 

 

平成 20 年 2 月 20 日から平成 20 年 3 月 3 日までの間、本特別委員会の委員は、緊

密に協議を行い、MHM、DPW 及びモルガン・スタンレーから助言を受け、公開買付

者の代表者と当行経営陣に対する質疑を行い、本公開買付けの条件について分析し、

その他の関連事項について検討を行いました。そして、平成 20 年 2 月 27 日付の本特

別委員会において、これらを踏まえた検討が行われ、モルガン・スタンレーは、本公

開買付けにおける評価及びその他の分析についての中間報告を行いました。その後、

本特別委員会の委員は、本公開買付けの条件について、直接公開買付者との間で協議

を行いました。 

 

平成 20 年 2 月 29 日の臨時取締役会において、本特別委員会は、平成 20 年 2 月 15

日に本特別委員会が設置されて以降の検討状況についての予備的な報告を行いまし

た。また、本特別委員会は、取締役会において、これまでにとられた手続、公開買付
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者との協議の結果、モルガン･スタンレーによる分析及び本公開買付けに関する本特

別委員会による現時点での暫定的な勧告の内容について討議を行いました。 

 

平成 20 年 3 月 3 日に、モルガン･スタンレーは、公開買付価格が、公開買付者及び

その関係者を除く当行普通株主にとって、財務的見地から妥当である旨のフェアネ

ス・オピニオンを提出しました。また、同日において、本特別委員会は、当行取締役

会は本公開買付けに賛同すべきであるとの 終的な勧告を行い、これを取締役に対し

て報告しました。 

 

取締役会は、同日、本公開買付けの条件、モルガン・スタンレーから提出されたフ

ェアネス・オピニオン、本特別委員会からの本公開買付けに賛同する旨の報告並びに

その他の一切の関連事実及び諸事情を考慮した上で、本公開買付けは当行及びその株

主の利益に資するものであると判断し、本公開買付けに賛同することを決議いたしま

した。 

 

1 株当たり 325 円という公開買付価格は、本公開買付け公表の直前の取引日の東京

証券取引市場第一部における、平成 20 年 2 月 29 日までの当行普通株式の終値の過去

3 ヶ月間における単純平均 310 円に対しては 4.9%のプレミアムを、同 1 ヶ月間の単純

平均値 283 円に対しては 15.0%のプレミアムを、同日終値 282 円に対しては 15.2%の

プレミアムを加えた金額となります。 

 

(4) 利益相反を回避するための措置 

 

当行の取締役の一部はサーベラス･グループとの間で特別の関係を有しているため、

本特別委員会は本公開買付けの提案を検討するにあたり、当行の一般株主の利益を保

護し、本公開買付けに関する条件及び手続の公正性を確保するため、情報収集、分析

及び審議をするに際して慎重な手続を経ることといたしました。 

 

これに関して、本特別委員会は、本公開買付けによって当行の企業価値が向上する

か、公正な手続を通じて当行の一般株主の利益を保護するための配慮が払われている

かという点を勘案し、本特別委員会が、取締役会に対して、本公開買付けの提案に関

し賛同、不賛同又は中立のいずれの立場を取ることを勧告すべきかという点について、

会議、電話及びその他の方法等により頻繁に情報及び意見を交換し、協議･検討を行

いました。これらの活動は、本特別委員会が設置された平成 20 年 2 月 15 日から、本

特別委員会が取締役会に勧告を行った平成 20 年 3 月 3 日までの間、実施されました。 
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また、本特別委員会は、当行の日本法に関する特別法律顧問である MHM 及び米国

法に関する特別法律顧問である DPW から、口頭、文書、電子メール等により本公開

買付けの条件の詳細、取締役会及び本特別委員会による本公開買付けの条件案の評価

に関連する適切な手続、諸々の問題点及び勘案事項、並びにそれらに対する現実的な

対応について助言を受けました。 

 

本特別委員会は、モルガン・スタンレーを本公開買付けの提案に関する独立のフィ

ナンシャル・アドバイザーに指名しました。平成 20 年 2 月 21 日に指名された後、モ

ルガン・スタンレーは、本公開買付けの手続的及び財務的側面並びに関連事項に関す

る見解について、本特別委員会に助言を行いました。モルガン・スタンレーは、本特

別委員会の委員との間で、特に、公開買付価格の評価に用いた分析について様々な協

議を行いました。そして平成 20 年 3 月 3 日、取締役会は、モルガン・スタンレーよ

り、財務的見地からみて、公開買付者及びその関係会社を除く当行普通株主にとって、

公開買付価格が妥当であることについてフェアネス・オピニオンを受領するとともに、

それに関する説明を受けました。 

 

平成 20 年 3 月 3 日、本特別委員会は、上記の手続を経た上、受領した情報を検討

した結果、本公開買付けは、当行の一般株主にとって、当行の普通株式の 近の市場

価格にプレミアムを加えた価格でその株式を売却するか否かを選択することのでき

る有意義な機会を提供するものであるとともに、当行の企業価値を確保・向上させる

合理的な可能性が存し、また、履行された手続は当行の一般株主の利益を適切に保護

するものであるとの結論に至りました。 

 

そして、平成 20 年 3 月 3 日付で、本特別委員会はその旨を当行取締役会に報告し、

本公開買付けへの賛同を勧告しました。 

 

それを受けて、当行の取締役会（サーベラス・グループの関連者である取締役 6 名、

当行の普通株式の約 9%を保有する東京海上の関連者である取締役 1 名及び同じく当

行の普通株式の約 9%を保有するオリックス株式会社の関連者である取締役 1 名は審

議及び決議には参加しておりません。）は、本特別委員会からの報告及びモルガン・

スタンレーから提出された公開買付価格の妥当性に関するフェアネス・オピニオンに

関し審議しました。これらの事項に加えて、(i)本公開買付けの価格及び条件、(ii)当行

普通株式の東京証券取引所の上場を維持するという本公開買付けの意図、(iii)公開買

付者が当行事業戦略に関して示したコミットメント、並びに、(iv)主要株主及びその

子会社及び関連会社等を含む一定の関連当事者との間の取引に関わる当行の社内手

続を引き続き尊重するとの表明、(v)予想される当行の 近の業績及び財務状態、当行
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の市場価格及び競争力全般並びに当行の関連当事者に対する本公開買付けの影響、

(vi)その他諸般の事実を検討した結果、取締役会は、本公開買付けは当行及びその株

主の利益に資するものであるとの結論に至り、本公開買付けに賛同する旨の決議を行

いました。 

 

サーベラス グローバル インベストメンツ エルエルシーの会長であるジェームス 

ダンフォース クエール氏、サーベラス グローバル インベストメンツ アドバイザー

ズ エルエルシーの社長であり、かつ、公開買付者のジェネラルパートナーのバンキ

ング部門のマネージングメンバーにおけるヴァイス･プレジデントであるフランコ 

W.ブルーノ氏、サーベラス グローバル インベストメンツ アドバイザーズ エルエル

シーの副会長であり、かつ、サーベラス ジャパン インスティテューショナル ホー

ルディング ビーヴィー等のマネージング･ディレクターであり、またプロモントリア 

ホールディング フォー ビーヴィーのマネージング･ディレクターであるピーター・

コーテウェグ氏、またフランコ W.ブルーノ氏及びピーター・コーテウェグ氏ととも

に公開買付者のリミテッド･パートナーシップ持分を保有する事業体の役員であるマ

リウス J.L.ヨンカート氏及びジェラルデス ヨハネス シッパー氏、並びにサーベラス 

キャピタル マネジメント エルピーのマネージング・ディレクターであるリー ミル

スタイン氏の当行取締役 6 名は、サーベラス・グループの関連者であるため、当社と

利益が相反する可能性があるとして、本件に関する審議及び決議には参加しておりま

せん。なお、当行普通株式の約 9%を保有する東京海上の関連者である雨宮寛氏及び

同じく当行普通株式の約 9%を保有するオリックスの関連者である竹田駿輔氏は、そ

れぞれ東京海上、オリックスとの関係を勘案し、平成 20 年 2 月 26 日以降、本件に関

する取締役会の審議及び決議には参加しておりません。 

 

本公開買付けに関する取締役会の審議及び決議に参加した残りの取締役 5 名は、能

見公一氏、フェデリコ J.サカサ氏、ローレンス B.リンゼイ氏、ジョン L.ステファン

ズ氏及び津川清氏です。 

 

(5) 上場の維持 

 

現在、当行の普通株式は株式会社東京証券取引所市場第一部に上場していますが、

当行及び公開買付者は、本公開買付けの完了後においても、当行の株券の東京証券取

引所の上場を維持する方針です。 
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3. 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 

 

 該当事項はありません。 

 

4. 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

 

 該当事項はありません。 

 

5. 公開買付者に対する質問 

 

 該当事項はありません。 

 

6. 公開買付け期間の延長請求 

 

 該当事項はありません。 

 

7. 公開買付者のプレスリリース 

 

 添付書類をご覧下さい。 

 

以上 

 

 本書面に含まれる情報を閲覧された方は、公開買付者が金融商品取引法施行令第 30 条第 1 項第 1 号

に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開した時から 12 時間を経過するまでは、金融商

品取引法第 167 条第 3 項及び金融商品取引法施行令第 30 条の規定により、内部者取引（いわゆるイン

サイダー取引）規制に関する第一次情報受領者として当行の株券等の買付け等が禁止される可能性があ

りますので、十分にご注意下さい。万一、当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上の責

任を問われることがあっても、当行は一切責任を負いかねますので、予めご了承下さい。 

 
＜本件お問い合わせ先＞ 
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室 原田政明、ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ﾊﾝﾀｰ TEL：03-5212-9252

 12



 
 

［公開買付者のプレスリリース］ 

 

即時公表用 

 

サーベラス エヌシービー アクイジション エルピー、株式会社あおぞら銀

行の公開買付けを発表 

 

（平成 20 年 3 月 3 日）東京発 

 

サーベラス エヌシービー アクイジション エルピー（以下「公開買付者」

といいます。）は、本日、株式会社あおぞら銀行（以下「あおぞら銀行」とい

います。）につき、同行の普通株式 132,000,000 株（発行済普通株式総数の約

8.00％に相当）を上限として、公開買付けを実施することを発表いたしました。 

 

公開買付価格は、普通株式 1株当たり 325 円です。公開買付期間は、平成 20 年

3 月 4 日から平成 20 年 4 月 7 日まで（24 営業日）を予定しています。公開買付

けにおいて、買付予定の下限は設定されておりません。 

 

公開買付者は、ケイマン諸島法に基づき設立されたイグゼンプテッド・リミテ

ッド・パートナーシップです。公開買付者は、現在、あおぞら銀行の発行済普

通株式総数の約37.49％に相当する同行の普通株式618,659,000株を保有してい

ます。買付予定の上限の株券等の応募があった場合、公開買付者は、あおぞら

銀行の発行済普通株式総数の 45.49％を所有することになります。 

 

公開買付者が、あおぞら銀行の普通株式につき、買付予定の上限数を取得する

ことができたとしても、公開買付者は、あおぞら銀行の株式会社東京証券取引

所市場第一部における上場は維持されるものと予想しております。 

 

＊＊＊＊＊ 

 

あおぞら銀行株主の皆様 

 

公開買付けに対する応募手続きに関する追加情報をご要望の株主の皆様におか

れましては、公開買付代理人 日興シティグループ証券株式会社、または公開

買付復代理人 日興コーディアル証券株式会社までお申出下さい。 
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なお、日興コーディアル証券株式会社では、公開買付けの応募手続きに関する

個人株主様のお問い合わせ先として専用フリーダイヤルを開設しております。 

 

日興コンタクトセンター公開買付専用ダイヤル【個人株主様専用】 

フリーダイヤル：0120-250-959 

開設期間：平成20年3月4日～平成20年4月7日 9:00～17:00 （但し、土・日・

祝日を除く） 

（注1）応募手続き書類のご請求の際は、株主ご本人様がお問合せくださいます

ようお願いいたします。 

（注2）お手続きには株券の預替等含め、２週間程度かかる場合もございます。

ご応募される際にはお早めにお手続きをしていただきますようお願いいたしま

す。 

（注 3）上場企業、機関投資家等の株主の皆様におかれましては日興シティグル

ープ証券株式会社または日興コーディアル証券株式会社の担当者へ、その他法

人の株主の皆様におかれましては日興コーディアル証券株式会社の本支店へお

問合せください。なお、日興コーディアル証券本支店の連絡先は、ホームペー

ジ（http://www.nikko.co.jp）をご覧ください。 
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