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東宝株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ 
 

 

株式会社コマ・スタジアム（以下「当社」といいます。）は、平成 20 年７月 22 日開催の取締役会におい

て、東宝株式会社（以下「東宝」といいます。）による当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付

け」といいます。）について下記のとおり賛同意見を表明することを決議いたしましたので、お知らせいた

します。 

なお、当社の上記の取締役会決議は、下記のとおり、東宝が、本公開買付け及びその後の一連の手続によ

り、当社を完全子会社化する予定であること、並びに、当社株式が上場廃止となる予定であることを前提と

しております。 

記 

 

１．公開買付者の概要 

（１） 商 号 東宝株式会社 

 

（２） 

 

事 業 内 容 
映画の製作、売買及び賃貸 

演劇の企画、製作及び興行 他 

（３） 設 立 年 月 日 昭和７年８月12日 

（４） 本 店 所 在 地 東京都千代田区有楽町一丁目２番２号 

（５） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 高井 英幸 

 

（６） 

 

資 本 金 10,355百万円（平成20年２月29日現在） 

 

（７） 

 

大株主及び持株比率 

（平成 20 年２月 29

日 現 在 ） 

阪急阪神ホールディングス株式会社              12.06％ 

阪急不動産株式会社                     8.01％ 

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー（常任代理 

人株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室）       7.93％ 

エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社           7.23％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）        2.75％ 

株式会社フジテレビジョン                  2.61％ 

株式会社東京放送                       2.39％ 

株式会社電通                           2.00％ 

株式会社丸井グループ                                      1.70％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）     1.51％ 

（８） 
買付者と対象者の 

関 係 等 
資 本 関 係

東宝は当社の発行済株式の 9.45％を保有しておりま

す。 
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人 的 関 係

 

 

東宝は、当社に対して、取締役２名、監査役１名を派

遣しております。具体的には、東宝の取締役である大

隈は当社の代表取締役社長を、東宝の専務取締役で

ある増田憲義は当社の取締役を兼務しており、また、

当社の監査役である丸山仁は東宝から派遣されており

ます。 

取 引 関 係 土地の賃借、公演の買取、配給映画の上映 

  

関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当事項はございません。 

 

２．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

 

（1） 本公開買付けに関する意見の内容 

当社は、平成20年７月22日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の決議をいたしまし

た。したがいまして、当社は、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することをお勧めいたします。 

 

（2） 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由 

当社は、昭和31年２月に東宝の株主への割当募集によって設立された「株式会社新宿コマ・スタジア

ム」と、昭和31年４月、京阪神急行電鉄株式会社（現阪急阪神ホールディングス株式会社）の株主への

割当募集により設立された「株式会社梅田コマ・スタジアム」とが、昭和39年８月に合併してできた会

社です。昭和31年に演劇・映画興行場として開場した「新宿コマ劇場」及び「梅田コマ劇場」は、東宝

の創立者である小林一三がその 晩年に、新しい国民演劇の殿堂を作るため心血を注いだ劇場であり、以

来50年以上の長きに亘り、幅広い演目によって多くのお客様に愛されてまいりました。 

一方、東宝は、映画・演劇を中心に質の高い娯楽を大衆に広く提供することを使命として、昭和７年、

小林一三により設立されて以来、「朗らかに、清く正しく美しく」を経営理念として、幅広いお客様に喜

ばれる文化の香り高い作品の提供に努め、おもてなしの心でお客様をお迎えしております。また、映画・

演劇事業のリスクを支える収益基盤として、保有する不動産の高度有効活用に努め、近年は特に経営方針

の一つとして、全国の主要都市に保有する自社物件の再開発事業を積極的に推進し、資産効率と収益性の

さらなる向上に取り組んでおります。 

なお、東宝は、当社の所有する「新宿コマ劇場」建物の所在地（東京都新宿区歌舞伎町一丁目 19 番

１）を含む一帯の土地（以下「本件土地」といいます。）を所有しており、当社は、本件土地 5,385.33

㎡の南側部分 3,164.38 ㎡（以下「本件土地南側部分」といいます。）を東宝より賃借し、「新宿コマ劇

場」建物の敷地として利用しております。また、東宝は、本件土地の北側部分を、同社の所有する「新宿

東宝会館」建物（地下４階・地上９階、テナントとして映画館・飲食店・レジャー施設等）の敷地として

利用しております。さらに、現在、東宝及びその連結子会社の現在の当社の発行済株式総数に対する所有

割合（以下「所有割合」といいます。）は 13.72％であり、東宝及びその連結子会社は阪急阪神ホール

ディングス株式会社に次ぐ第２位の株主であります。このように、当社設立以来、当社と東宝は一貫して

友好関係にあり、創立者の夢見た大衆演劇の発展のため、互いに協力し合ってまいりました。 

このような関係の中、近年、演劇公演における観客ニーズの多様化から、特に当社が得意とした演歌公

演の観客動員の減少が続き、当社は深刻な業績不振に陥りました。そのため、当社は、平成15年11月に

は「経営再建計画」を策定し、平成 17 年３月には「梅田コマ劇場」の資産売却により大阪地区の劇場経

営から撤退いたしました。その後、当社は、「新宿コマ劇場」を唯一の拠点として、話題性のある企画公

演、他社との提携・貸館公演の実施等、時代のニーズに合った公演施策への転換を図ってまいりましたが、

観客動員の回復には結びつかず、平成 20 年３月期決算では２期連続の大幅な営業赤字を計上するに至り、
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再び抜本的な経営の見直しを迫られました。 

また、「新宿コマ劇場」（昭和31年築）及び「新宿東宝会館」（昭和44年築）はともに、築後相当の

年数が経過し、施設・設備の老朽化が激しくなっております。さらに、歌舞伎町一丁目地区は、演劇劇場

２館、映画館計 14 スクリーンが集積する一大映画・演劇興行街でありますが、昨今の周辺環境の変化や

近隣競合地区へのシネマコンプレックス（複合映画館）の新規出店の影響を受け、映画・演劇興行立地の

地盤沈下が急速に進んでいる状況にあります。 

このような事態を踏まえ、当社は、「新宿コマ劇場」建物の敷地を所有する東宝に対して全面的な経営

支援を要請し、「新宿コマ劇場」を閉館して東宝と協同して本件土地の再開発事業に取り組むことが、

善の選択との判断に至りました。また、東宝にとっても、本件土地は、都内の主要繁華街では希少な大型

物件でありながら、きわめて収益性・効率性の低い資産と化しており、東宝の経営方針に照らして、本件

土地の早期の再開発による有効活用が必要と考え、そのためには、何よりも本件土地南側部分の借地権を

有する当社の協力が不可欠と判断いたしました。 

上記経緯より、平成 20 年５月 22 日開催の東宝の取締役会及び５月 28 日開催の当社の取締役会におい

て、東宝と当社の間での「合意書」締結が各々決議されました。その合意内容は、①東宝と当社は協同し

て本件土地の再開発事業に取り組むこと、②平成20年12月末日までに東宝は「新宿東宝会館」を、当社

は「新宿コマ劇場」を閉館すること、③東宝は当社の再開発事業等に係る所要資金の調達に協力すること

及び④平成20年６月25日開催の当社の定時株主総会において、東宝から代表取締役社長となるべき候補

者（現当社代表取締役社長 大隈氏）を派遣すること、の４点が主なものであります。 

その後の協議の結果、東宝は、本件土地の再開発事業を円滑に推進するに当たっては、本件土地南側部

分に借地権を有する当社とのさらなる関係強化によって意思決定の一本化を図り、より機動的な経営判断

を可能とする状況が必要と認識するに至りました。 

一方、当社も、唯一の事業所であり収益基盤であった「新宿コマ劇場」閉館後の事業の継続を図る手段

を模索しておりましたが、主要事業たる演劇事業は、他劇場を借りて公演販売等を継続するとしても持続

的な収益確保は難しく、また本件土地南側部分の借地権を生かして再開発の後に不動産賃貸業に転換する

としても、当社の所有する「新宿コマ劇場」建物の解体から新建物の竣工まで約４年間は事業休止状態と

なることから、上場会社の基準を満たす事業継続がきわめて難しい状況となりました。 

以上の状況を踏まえ、当社としては、東宝による本公開買付けを通じて、東宝の完全子会社になること

が 善の方策であるとの結論に至りました。 

なお、当社は、東宝が当社を完全子会社化した後、本件土地の再開発の実施に向け、東宝と一体となっ

て具体的な計画策定に取り組んでまいります。また、当社の演劇事業は大幅に縮小して外部公演を中心に

せざるを得ませんが、人材の交流や顧客基盤の共有等、東宝の演劇事業とのシナジーを検討し、当社の事

業存続を図っていく予定です。 

 

（3） 買付け等の価格の評価の公正性を担保するための措置 

本公開買付けにおける買付価格は、株式会社大阪証券取引所（以下「大阪証券取引所」といいます。）

市場第二部における平成 20 年７月 18 日までの過去３ヶ月間の当社株式の普通取引終値の単純平均値

1,680 円（小数点以下を四捨五入）に対して約 341％（小数点以下を四捨五入）のプレミアムを、平成 20

年７月 18 日までの過去１ヶ月間の当社株式の普通取引終値の単純平均値 1,559 円（小数点以下を四捨五

入）に対して約375％（小数点以下を四捨五入）のプレミアムを、平成20年７月18日の終値1,545 円に

対して約379％（小数点以下を四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加えた金額になります。 

当社は、公開買付者とは別個に、当社及び東宝から独立した第三者算定機関である三菱ＵＦＪ信託銀行

株式会社（以下「三菱ＵＦＪ信託」といいます。）に当社の株式価値の算定を依頼し、平成 20 年７月 18

日、三菱ＵＦＪ信託より株式価値算定報告書（以下「三菱ＵＦＪ信託算定報告書」といいます。）を取得

いたしました。三菱ＵＦＪ信託算定報告書では、時価純資産法、市場株価平均法の各手法を用いて分析し

ております。なお、三菱ＵＦＪ信託は、当社の株式価値の評価においては、当社の本件土地南側部分の借

地権には相当の含み益が存在しその重要性が高いことから、時価純資産法を採用するとともに、当社が公

開買付者とは別個に鑑定を依頼した株式会社東京カンテイによるかかる借地権の不動産鑑定に基づき、か

かる借地権の適正な時価を当社の株式価値に反映しております。また、当社は、リーガルアドバイザーで
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あるＴＭＩ総合法律事務所から法的助言を受けております。その上で、当社は、平成20年７月22日開催

の当社の取締役会において、三菱ＵＦＪ信託算定報告書や法的助言を参考にした上で、本公開買付けの諸

条件について慎重に検討した結果、本公開買付けが当社の企業価値の向上に寄与するものであるとともに、

当社の株主に対して合理的な価格による当社株式の売却機会を提供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に参加した取締役の全員一致で決議をしております。 

なお、当社の代表取締役社長である大隈氏及び取締役である増田憲義氏は東宝の取締役を兼務してお

り、また、当社の取締役である中川喜博氏は東宝との間で公開買付応募契約を締結している阪急阪神ホー

ルディングス株式会社の完全子会社である阪急電鉄株式会社の取締役を兼務しておりますので、利益相反

回避の観点から、本公開買付けに関する審議及び決議に参加しておらず、また、当社の立場において東宝

との協議及び交渉に参加しておりません。 

また、東宝の従業員を兼務していることを理由に当社における本公開買付けに関する審議に参加しな

かった丸山仁氏を除く当社の全ての監査役は本公開買付けに賛成の意見を述べております。 

 

（4） 本公開買付け後の予定 

東宝は、上記のとおり、当社を東宝の完全子会社とする方針であり、本公開買付けにより当社の発行済

普通株式の全てを取得できなかった場合には、下記の一連の手続（以下「本完全子会社化手続」といいま

す。）により当社を完全子会社化することを予定しております。 

本公開買付けが成立した後、東宝は、①当社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定

款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、②当社の発行する

全ての普通株式に全部取得条項（会社法第 108 条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいま

す。）を付す旨の定款変更をすること、③全部取得条項の付された普通株式の取得と引換えに別個の種類

の当社株式を交付すること、及び④上記①乃至③を付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総

会」といいます。）を開催することを当社に対し要請する予定であり、当社もこれを受けてこれらの議案

を本臨時株主総会に上程する予定です。また、本完全子会社化手続を実行するに際しては、本臨時株主総

会において上記①のご承認をいただきますと、当社は会社法の規定する種類株式発行会社となりますが、

上記②については、会社法第111条第２項第１号に基づき、本臨時株主総会の決議に加えて、株式の内容

として全部取得条項が付される当社普通株式を所有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類

株主総会」といいます。）の決議が必要となります。そのため、当社においては、⑤本臨時株主総会と同

日に本種類株主総会を開催する予定です。 

本公開買付けが成立し、本臨時株主総会及び本種類株主総会に上記各議案が上程された場合には、東宝

は本臨時株主総会及び本種類株主総会において上記各議案に賛成する予定です。 

上記各議案が承認可決された場合、当社の発行する全ての普通株式は、全部取得条項が付された上で、

全て当社に取得されることとなり、当社の株主には当該取得の対価として別個の種類の当社株式が交付さ

れることになります。当社の全部取得条項が付された普通株式の取得の対価として当社の株主に対して交

付される当社株式の数は、東宝の公開買付届出書の提出日現在未定ですが、東宝が当社の全ての発行済株

式（当社の自己株式を除きます。）を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった東宝以

外の当社の株主に対し交付される当社株式の数が１株に満たない端数となるよう決定する予定です。その

ため、東宝以外の当社の株主に対しては、会社法第234条その他の関係法令の定めに従って、当該端数の

合計数（合計した数に端数がある場合には当該端数は切り捨てられます。）を売却すること（当社がその

全部又は一部を買い取ることを含みます。）によって得られる金銭が交付されることになります。なお、

当該端数の合計数の売却の結果、株主に交付されることになる金銭の額については、特段の事情がない限

り、本公開買付けの買付価格を基準として算定する予定ですが、この金額が本公開買付けの買付価格と異

なることがあり得ます。 

上記の手続に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、（ⅰ）上記②の普通株

式に全部取得条項を付す旨の定款変更をするに際しては、会社法第116条及び第117条その他の関係法令

の定めに従って、当社の株主がその有する株式の買取請求を行うことができる旨が定められており、また、

（ⅱ）上記③の全部取得条項が付された株式の全部取得が本臨時株主総会において決議された場合には、

会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、当社の株主が当該株式の取得価格の決定の申立てを行
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うことができる旨が定められております。これらの（ⅰ）又は（ⅱ）の方法による１株当たりの買取価格

及び取得価格は、 終的には裁判所が判断することになるため、本公開買付けの買付価格と異なることが

あり得ます。これらの方法による請求又は申立てを行うにあたっての必要な手続等に関しては、株主各位

において自らの責任にて確認され、ご判断いただくこととなります。 

なお、関係法令についての当局の解釈等の状況並びに本公開買付け後の東宝による当社株式の所有割合

及び東宝以外の当社株主の当社株式の保有状況等によっては、東宝は、上記方法に代えて、他の方法によ

り当社を完全子会社化する可能性があります。 

本公開買付けへの応募、完全子会社化に際しての金銭の交付又は本完全子会社化手続に際しての株式買

取請求権の行使に基づく当社株式の買取り等に係る税務上の取扱いについては、株主各位において税務ア

ドバイザーにご確認いただきますようお願いいたします。 

 

（5） 上場廃止となる見込み及びその事由 

当社株式は、現在、大阪証券取引所市場第二部に上場しておりますが、東宝は本公開買付けにおいて買

付を行う株券の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、大阪証券取引所の上場廃

止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止になる可能性があります。また、当社は本完全子会社化手続に

より東宝の完全子会社となることが予定されておりますので、その場合には、当社株式は、大阪証券取引

所の上場廃止基準に従い所定の手続を経て上場廃止となる見込みです。上場廃止後は、当社株式を大阪証

券取引所において取引することはできません。また、本完全子会社化手続が行なわれる場合、当社の全部

取得条項が付された普通株式の取得対価として交付されることとなる別個の種類の当社株式の上場申請は

行わない予定です。 

なお、当社は、本日開催の取締役会において、平成 20 年９月末日現在の株主名簿及び実質株主名簿に

記載又は記録された株主に対する年間優待ポイントの贈呈を行わず、株主優待制度を廃止する旨の決議を

行っております。 

 

（6） 公開買付者と対象者の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 

 東宝は、東宝の公開買付届出書の提出日現在において、当社の主要株主である阪急阪神ホールディング

ス株式会社（当社株式の所有割合約 14.22％）、エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社（当社株式の

所有割合約 2.69％）、サントリー株式会社（当社株式の所有割合約 1.10％）及び関西テレビ放送株式会

社（当社株式の所有割合約 1.08％）との間でそれぞれ公開買付応募契約を締結し、保有する当社株式に

ついて、原則として本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。 

 

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．公開買付期間の延長請求 

   該当事項はありません。 

 

７．本公開買付けの概要 

東宝株式会社が本日公表した別紙「株式会社コマ・スタジアム株式に対する公開買付けの開始に関

するお知らせ」をご参照ください。 

以 上 
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（ご参考） 

 

 

 

平成20年７月22日 

各   位 

 

会 社 名  東 宝 株 式 会 社 
代表者名  代表取締役社長 高  井 英  幸 

（コード番号 9602 東証、大証各第１部、福岡） 

問合せ先  専 務 取 締 役 髙  橋 昌  治 

      （ＴＥＬ. 0 3 － 3 5 9 1 － 1 2 1 4 ） 

 

株式会社コマ・スタジアム株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

 東宝株式会社（以下「公開買付者」又は「当社」といいます。）は、平成 20 年７月 22 日開催の取締役会

において、株式会社コマ・スタジアム（コード番号 9642 大証第２部 以下「対象者」といいます。）の普

通株式を、対象者を完全子会社化することを目的とした公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）

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。 

 なお、当社は、本公開買付け及びその後の一連の手続により対象者を完全子会社化することを予定してお

ります。 

 

記 

 

１．買付け等の目的 

 

（１）公開買付けの概要 

 当社は、現在、対象者株式110,000株（発行済株式総数に対する所有割合（以下「所有割合」といい

ます。なお、所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入しています。）9.45％）を保有しておりますが、

この度、対象者の完全子会社化を企図して、対象者の発行済普通株式の全て（当社が既に保有している

対象者株式及び対象者の自己株式を除きます。以下同じです。）の取得を目的とした公開買付けを実施

いたします。 

 

（２）本公開買付けを実施するに至った意思決定の過程 

 当社は、映画・演劇を中心に質の高い娯楽を大衆に広く提供することを使命として、昭和７年、小林

一三により設立されて以来、「朗らかに、清く正しく美しく」を経営理念として、幅広いお客様に喜ば

れる文化の香り高い作品の提供に努め、おもてなしの心でお客様をお迎えしております。また、映画・

演劇事業のリスクを支える収益基盤として、保有する不動産の高度有効活用に努め、近年は特に経営方

針の一つとして、全国の主要都市に保有する自社物件の再開発事業を積極的に推進し、資産効率と収益
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性のさらなる向上に取り組んでおります。 

 対象者は、創立者（小林一三）を当社と同じくする会社です。そもそも対象者は、昭和 31 年２月に

当社の株主への割当募集によって設立された「株式会社新宿コマ・スタジアム」と、昭和 31 年４月、

京阪神急行電鉄株式会社（現阪急阪神ホールディングス株式会社）の株主への割当募集により設立され

た「株式会社梅田コマ・スタジアム」とが、昭和 39 年８月に合併してできた会社です。当社及びその

連結子会社の現在の対象者株式の所有割合は 13.72％であり、当社及びその連結子会社は阪急阪神ホー

ルディングス株式会社に次ぐ第２位の株主であります。「新宿コマ劇場」及び「梅田コマ劇場」は、小

林一三がその 晩年に、新しい国民演劇の殿堂を作るため心血を注いだ劇場であり、以来 50 年以上の

長きに亘り、幅広い演目によって多くのお客様に愛されてまいりました。その間、当社と対象者は一貫

して友好関係にあり、創立者の夢見た大衆演劇の発展のため、互いに協力し合ってまいりました。 

 なお、当社は、対象者の所有する「新宿コマ劇場」建物の所在地（東京都新宿区歌舞伎町一丁目 19

番１）を含む一帯の土地（以下「本件土地」といいます。）を所有しており、対象者は、本件土地

5,385.33 ㎡の南側部分 3,164.38 ㎡（以下「本件土地南側部分」といいます。）を当社より賃借し、「新

宿コマ劇場」建物の敷地として利用しております。また、当社は、本件土地の北側部分を、自社の所有

する「新宿東宝会館」建物（地下４階・地上９階、テナントとして映画館・飲食店・レジャー施設等）

の敷地として利用しております。 

 ところが近年になり、演劇公演における観客ニーズの多様化から、特に対象者が得意とした演歌公演

の観客動員の減少が続き、対象者は深刻な業績不振に陥りました。そのため、対象者は、平成 15 年 11

月には「経営再建計画」を策定し、平成 17 年３月には「梅田コマ劇場」の資産売却により大阪地区の

劇場経営から撤退いたしました。その後、対象者は、「新宿コマ劇場」を唯一の拠点として、話題性の

ある企画公演、他社との提携・貸館公演の実施等、時代のニーズに合った公演施策への転換を図ってま

いりましたが、観客動員の回復には結びつかず、平成 20 年３月期決算では２期連続の大幅な営業赤字

を計上するに至り、再び抜本的な経営の見直しを迫られました。 

 また、「新宿コマ劇場」（昭和 31 年築）及び「新宿東宝会館」（昭和 44 年築）はともに、築後相当の

年数が経過し、施設・設備の老朽化が激しくなっております。さらに、歌舞伎町一丁目地区は、演劇劇

場２館、映画館計 14 スクリーンが集積する一大映画・演劇興行街でありますが、昨今の周辺環境の変

化や近隣競合地区へのシネマコンプレックス（複合映画館）の新規出店の影響を受け、映画・演劇興行

立地の地盤沈下が急速に進んでいる状況にあります。 

 このような事態を踏まえ、対象者は、「新宿コマ劇場」建物の敷地を所有する当社に対して全面的な

経営支援を要請し、「新宿コマ劇場」を閉館して当社と協同して本件土地の再開発事業に取り組むこと

が、 善の選択との判断に至りました。また、当社にとっても、本件土地は、都内の主要繁華街では希

少な大型物件でありながら、きわめて収益性・効率性の低い資産と化しており、当社の経営方針に照ら

して、本件土地の早期の再開発による有効活用が必要と考え、そのためには、何よりも本件土地南側部

分の借地権を有する対象者の協力が不可欠と判断いたしました。 

 上記経緯より、平成 20 年５月 22 日開催の当社の取締役会及び５月 28 日開催の対象者の取締役会に

おいて、当社と対象者の間での「合意書」締結が各々決議されました。その合意内容は、①当社と対象

者は協同して本件土地の再開発事業に取り組むこと ②平成 20 年 12 月末日までに当社は「新宿東宝会

館」を、対象者は「新宿コマ劇場」を閉館すること ③当社は対象者の再開発事業等に係る所要資金の
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調達に協力すること ④平成 20 年６月 25 日開催の対象者の定時株主総会において、当社から代表取締

役社長となるべき候補者（現対象者代表取締役社長 大隈氏）を派遣すること、の４点が主なもので

あります。 

 その後の協議の結果、当社は、本件土地の再開発事業を円滑に推進するに当たっては、本件土地南側

部分に借地権を有する対象者とのさらなる関係強化によって意思決定の一本化を図り、より機動的な経

営判断を可能とする状況が必要と認識するに至りました。 

 一方、対象者も、唯一の事業所であり収益基盤であった「新宿コマ劇場」閉館後の事業の継続を図る

手段を模索しておりましたが、主要事業たる演劇事業は、他劇場を借りて公演販売等を継続するとして

も持続的な収益確保は難しく、また本件土地南側部分の借地権を生かして再開発の後に不動産賃貸業に

転換するとしても、対象者の所有する「新宿コマ劇場」建物の解体から新建物の竣工まで約４年間は事

業休止状態となることから、上場会社の基準を満たす事業継続がきわめて難しい状況となりました。 

 以上の状況を踏まえ、当社としては、対象者株式の公開買付けを通じて、対象者を完全子会社化する

ことが 善の方策であるとの結論に至りました。 

 なお、当社は、対象者の完全子会社化の後、本件土地の再開発の実施に向け、対象者と一体となって

具体的な計画策定に取り組んでまいります。また、対象者の演劇事業は大幅に縮小して外部公演を中心

にせざるを得ませんが、人材の交流や顧客基盤の共有等、当社の演劇事業とのシナジーを検討し、対象

者の事業存続を図っていく予定です。 

 

（３）本公開買付けにおける条件の概要 

 当社は、上記のとおり、対象者の発行済普通株式の全てを取得することを目的として、本公開買付け

を行うものであるため、本公開買付けにおいては、買付予定の株券等の数に上限を設定しておりません

が、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

470,700株に満たない場合には応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の下限を設定しております。 

 当社は、現在、対象者の主要株主である阪急阪神ホールディングス株式会社（所有割合約 14.22％）、

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社（所有割合約 2.69％）、サントリー株式会社（所有割合約

1.10％）及び関西テレビ放送株式会社（所有割合約 1.08％）との間でそれぞれ公開買付応募契約を締

結し、保有する対象者株式について、原則として本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。 

 本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して、近時の市場株価よりも有利な価格にてその保有する

株式を売却する機会を提供するものです。 

 当社は、本公開買付けにおける買付価格を決定する際の参考とするため、当社及び対象者から独立し

た第三者算定機関としての算定人であるアビーム M&A コンサルティング株式会社（以下「アビーム M&A

コンサルティング」といいます。）に対し、対象者の株式価値の評価を依頼しました。アビーム M&A コ

ンサルティングは、当社からのかかる依頼に基づき、時価純資産法及び市場株価法により対象者の株式

価値の評価を実施し、当社は、アビームM&Aコンサルティングから平成20年７月18日付で株式価値算

定書（以下「アビーム M&A コンサルティング算定書」といいます。）を受領しています。それぞれの手

法において算定された対象者の株式１株当たりの価値の範囲は、時価純資産法では 7,057 円から 7,401

円、市場株価法では1,555円から1,728円です。なお、アビームM&Aコンサルティングは、対象者の株

式価値の評価においては、対象者の本件土地南側部分の借地権には相当の含み益が存在しその重要性が
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高いことから、時価純資産法を採用するとともに、株式会社生駒データサービスシステム（以下「生駒

データサービスシステム」といいます。）により実施されたかかる借地権の不動産鑑定に基づき、かか

る借地権の適正な時価を対象者の株式価値に反映しております。また、対象者が唯一の事業所であり収

益基盤であった「新宿コマ劇場」を閉館して、当社と協同して本件土地の再開発事業に取り組み、対象

者の演劇事業が大幅に縮小されることが予定されていることから、対象者の事業資産から生み出される

将来キャッシュフローに基づく株式価値の評価を行うことは難しいため、ディスカウンティッド・

キャッシュフロー法は採用しておりません。当社は、本公開買付けにおける買付価格を決定するに際し

て、アビームM&Aコンサルティング算定書の時価純資産法の評価結果を重視しつつ、対象者に対する事

業・法務・会計・税務に係るデュー・ディリジェンスの結果、対象者による本公開買付けへの賛同の可

否、対象者株式の市場価格の推移、及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者と協

議・交渉した結果等も踏まえ、平成20年７月22日の取締役会において本公開買付けにおける買付価格

を7,400円と決定いたしました。なお、本公開買付けにおける買付価格は、対象者株式の株式会社大阪

証券取引所（以下「大阪証券取引所」といいます。）市場第二部における平成 20 年７月 18 日までの過

去１ヶ月間の終値の単純平均値 1,559 円（小数点以下を四捨五入）に対して約 375％（小数点以下を四

捨五入）のプレミアムを、平成20年７月18日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値1,680円（小数

点以下を四捨五入）に対して約 341％（小数点以下を四捨五入）のプレミアムを、平成20 年７月 18 日

の終値 1,545 円に対して約 379％（小数点以下を四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加えた価格となり

ます。 

 対象者は、当社及び対象者から独立した第三者算定機関である三菱UFJ信託銀行株式会社（以下「三

菱 UFJ 信託」といいます。）に対象者の株式価値の算定を依頼し、平成 20 年７月 18 日、三菱 UFJ 信託

より株式価値算定報告書（以下「三菱 UFJ 信託算定報告書」といいます。）を取得しました。三菱 UFJ

信託算定報告書では、時価純資産法、市場株価平均法の各手法を用いて分析しております。なお、三菱

UFJ 信託は、対象者の株式価値の評価においては、対象者の本件土地南側部分の借地権には相当の含み

益が存在しその重要性が高いことから、時価純資産法を採用するとともに、株式会社東京カンテイによ

り実施されたかかる借地権の不動産鑑定に基づき、かかる借地権の適正な時価を対象者の株式価値に反

映しております。また、対象者は、リーガルアドバイザーであるTMI総合法律事務所から法的助言を受

け、平成20年７月22日開催の対象者の取締役会において、三菱UFJ信託算定報告書や法的助言を参考

にした上で、本公開買付けの諸条件について慎重に検討した結果、本公開買付けが対象者の企業価値の

向上に寄与するものであるとともに、対象者の株主に対して合理的な価格による対象者株式の売却機会

を提供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に参加した取締役の全員一致で決

議をしております。 

 なお、対象者の代表取締役社長である大隈氏及び取締役である増田憲義氏は当社の取締役を兼務し

ており、また、対象者の取締役である中川喜博氏は当社との間で公開買付応募契約を締結している阪急

阪神ホールディングス株式会社の完全子会社である阪急電鉄株式会社の取締役を兼務しておりますので、

利益相反回避の観点から、対象者における本公開買付けに関する審議及び決議に参加しておらず、また、

対象者の立場において当社との協議及び交渉に参加しておりません。 

 また、当社の従業員を兼務していることを理由に対象者における本公開買付けに関する審議に参加

しなかった丸山仁氏を除く対象者の全ての監査役は本公開買付けに賛成の意見を述べております。
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（４）本公開買付け後の予定 

 当社は、上記のとおり、対象者を当社の完全子会社とする方針であり、本公開買付けにより対象者の

発行済普通株式の全てを取得できなかった場合には、下記の一連の手続（以下「本完全子会社化手続」

といいます。）により対象者を完全子会社化することを予定しております。 

 本公開買付けが成立した後、当社は、①対象者において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨

の定款変更を行うことにより、対象者を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、②対象者

の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項についての定

めをいいます。）を付す旨の定款変更をすること、③全部取得条項の付された普通株式の取得と引換え

に別個の種類の対象者株式を交付すること、及び④上記①乃至③を付議議案に含む臨時株主総会（以下

「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを対象者に対し要請する予定です。また、本完全子

会社化手続を実行するに際しては、本臨時株主総会において上記①のご承認をいただきますと、対象者

は会社法の規定する種類株式発行会社となりますが、上記②については、会社法第111条第２項第１号

に基づき、本臨時株主総会の決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付される対象者普通株式

を所有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）の決議が必要と

なります。そのため、当社は、対象者に対し、⑤本臨時株主総会と同日に本種類株主総会を開催するこ

とを要請する予定です。 

 本公開買付けが成立し、本臨時株主総会及び本種類株主総会に上記各議案が上程された場合には、当

社は本臨時株主総会及び本種類株主総会において上記各議案に賛成する予定です。 

 上記各議案が承認可決された場合、対象者の発行する全ての普通株式は、全部取得条項が付された上

で、全て対象者に取得されることとなり、対象者の株主には当該取得の対価として別個の種類の対象者

株式が交付されることになります。対象者の全部取得条項が付された普通株式の取得の対価として対象

者の株主に対して交付される対象者株式の数は、現在、未定ですが、当社が対象者の全ての発行済株式

（対象者の自己株式を除きます。）を所有することとなるよう、当社は、対象者に対し、本公開買付け

に応募されなかった当社以外の対象者の株主に対し交付される対象者株式の数が１株に満たない端数と

なるよう決定することを要請する予定です。そのため、当社以外の対象者の株主に対しては、会社法第

234 条その他の関係法令の定めに従って、当該端数の合計数（合計した数に端数がある場合には当該端

数は切り捨てられます。）を売却すること（対象者がその全部又は一部を買い取ることを含みます。）に

よって得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数の売却の結果、対象者の株

主に交付されることになる金銭の額については、特段の事情がない限り、本公開買付けの買付価格を基

準として算定する予定ですが、この金額が本公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。 

 上記の手続に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、（ⅰ）上記②の普通

株式に全部取得条項を付す旨の定款変更をするに際しては、会社法第116条及び第117条その他の関係

法令の定めに従って、対象者の株主がその有する株式の買取請求を行うことができる旨が定められてお

り、また、（ⅱ）上記③の全部取得条項が付された株式の全部取得が本臨時株主総会において決議され

た場合には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、対象者の株主が当該株式の取得価格の

決定の申立てを行うことができる旨が定められております。これらの（ⅰ）又は（ⅱ）の方法による１

株当たりの買取価格及び取得価格は、 終的には裁判所が判断することになるため、本公開買付けの買

付価格と異なることがあり得ます。これらの方法による請求又は申立てを行うにあたっての必要な手続
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等に関しては、株主各位において自らの責任にて確認され、ご判断いただくこととなります。 

 なお、関係法令についての当局の解釈等の状況並びに本公開買付け後の当社による対象者株式の所有

割合及び当社以外の対象者株主の対象者株式の保有状況等によっては、当社は、上記方法に代えて、他

の方法により対象者を完全子会社化する可能性があります。 

 本公開買付けへの応募、完全子会社化に際しての金銭の交付又は本完全子会社化手続に際しての株式

買取請求権の行使に基づく対象者株式の買取り等に係る税務上の取扱いについては、株主各位において

税務アドバイザーにご確認いただきますようお願いいたします。 

 

（５）上場廃止等となる見込み 

 対象者株式は、現在、大阪証券取引所市場第二部に上場していますが、当社は本公開買付けにおいて

買付けを行う株券の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、大阪証券取引所の

上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止になる可能性があります。また、対象者は本完全子会

社化手続により当社の完全子会社となることが予定されておりますので、その場合には、対象者株式は、

大阪証券取引所の上場廃止基準に従い所定の手続を経て上場廃止となる見込みです。上場廃止後は、対

象者株式を大阪証券取引所において取引することはできません。また、本完全子会社化手続が行われる

場合、対象者の全部取得条項が付された普通株式の取得対価として交付されることとなる別個の種類の

対象者株式の上場申請は行われない予定です。 

 

（６）上場廃止を目的とする理由 

 当社は、「（２）本公開買付けを実施するに至った意思決定の過程」に記載の理由により、対象者を当

社の完全子会社化することを企図しておりますが、上記のとおり、対象者株式は上場廃止となる可能性

があります。本公開買付けは、対象者株式を上場廃止とすること自体を目的としたものではありません

が、対象者の完全子会社化のために実施される本公開買付け及び完全子会社化に伴って対象者株式が上

場廃止となるものであります。 

 対象者の少数株主の利益を保護するべく、「（４）本公開買付け後の予定」に記載の方法により、当社

を除く対象者の株主に対して対象者株式の売却機会を提供しつつ、対象者を完全子会社化することを企

図しております。なお、完全子会社化の過程において当社以外の株主に交付される金銭の額は、特段の

事情がない限り本公開買付けの買付価格を基準として算定する予定です。 

 

２．買付け等の概要 

（１）対象者の概要 

① 商 号 株式会社コマ・スタジアム 

② 事 業 内 容 演劇・映画興行関連事業、賃貸・貸室関連事業 

③ 設 立 年 月 日 昭和31年４月２日 

④ 本 店 所 在 地 大阪市北区茶屋町19番１号 

⑤ 
代表者の役職・

氏 名 
代表取締役社長 大隈  

⑥ 資 本 金 1,427,277,500円 （平成20年３月31日現在） 
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⑦ 

 

大株主及び持株

比 率 

(平成20年３月31日現在)

阪急阪神ホールディングス株式会社 14.22％

東宝株式会社 9.45％

株式会社アミューズ 8.89％

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 2.69％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1.92％

東宝共榮企業株式会社 1.20％

サントリー株式会社 1.10％

関西テレビ放送株式会社 1.08％

東宝東和株式会社 1.03％

三和興行株式会社 0.60％ 
 

資 本 関 係
当社は、平成20年7月22日現在、対象者の発行済株式総

数の9.45％（110,000株）を所有しております。 

人 的 関 係

当社の取締役である大隈氏及び増田憲義氏が対象者の取

締役を兼務しております。また、対象者の監査役である丸

山仁氏は当社から派遣されております。 

 

 

取 引 関 係

 

 

当社は、対象者に対して、「新宿コマ劇場」建物の敷地であ

る本件土地南側部分を賃貸しております。また、当社が製

作・買付し公演権を有する演劇作品を対象者に対して販売

しており、これに付随したパンフレット・キャラクター

グッズ等の販売を行なっております。その他に対象者の映

画館に対する映画フィルムの賃貸を行なっております。 

⑧ 
買付者と対象者の 

関 係 等 

関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。 

 

（２）買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間 

平成20年７月23日（水曜日）から平成20年８月25日（月曜日）まで（24営業日） 

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 

金融商品取引法（以下「法」といいます。）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、公開買付期間は30営業日、平成20年９月２日（火曜日）までとなります。 

 

（３）買付け等の価格    １株につき金7,400円 
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（４）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

 当社は、本公開買付けにおける買付価格を決定する際の参考とするため、当社及び対象者から独立

した第三者算定機関としての算定人であるアビームM&Aコンサルティングに対し、対象者の株式価値

の評価を依頼しました。 

 アビームM&Aコンサルティングは、当社からのかかる依頼に基づき、時価純資産法及び市場株価法

により対象者の株式価値の評価を実施しております。それぞれの手法において算定された対象者の株

式１株当たりの価値の範囲は、時価純資産法では7,057円から7,401円、市場株価法では1,555円か

ら1,728円です。 

 なお、アビームM&Aコンサルティングは、対象者の株式価値の評価においては、対象者の本件土地

南側部分の借地権には相当の含み益が存在しその重要性が高いことから、時価純資産法を採用すると

ともに、生駒データサービスシステムにより実施されたかかる借地権の不動産鑑定に基づき、かかる

借地権の適正な時価を対象者の株式価値に反映しております。 

 また、対象者は、唯一の事業所であり収益基盤であった「新宿コマ劇場」を閉館して、当社と協同

して本件土地の再開発事業に取り組み、対象者の演劇事業が大幅に縮小されることが予定されている

ことから、対象者の事業資産から生み出される将来キャッシュフローに基づく株式価値の評価を行う

ことは難しいため、ディスカウンティッド・キャッシュフロー法は採用しておりません。 

 当社は、本公開買付けにおける買付価格を決定するに際して、時価純資産法の評価結果を重視しつ

つ、対象者に対する事業・法務・会計・税務に係るデュー・ディリジェンスの結果、対象者による本

公開買付けへの賛同の可否、対象者株式の市場価格の推移、及び本公開買付けの見通し等を総合的に

勘案し、かつ、対象者と協議・交渉した結果等も踏まえ、本公開買付けにおける買付価格を7,400円

と決定いたしました。 

 なお、本公開買付けにおける買付価格は、対象者株式の大阪証券取引所市場第二部における平成

20 年７月 18 日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値 1,559 円（小数点以下を四捨五入）に対して

約 375％（小数点以下を四捨五入）のプレミアムを、平成 20 年７月 18 日までの過去３ヶ月間の終値

の単純平均値 1,680 円（小数点以下を四捨五入）に対して約 341％（小数点以下を四捨五入）のプレ

ミアムを、平成20年７月18 日の終値1,545 円に対して約379％（小数点以下を四捨五入）のプレミ

アムをそれぞれ加えた価格となります。 

 

② 算定の経緯 

 近年になり、演劇公演における観客ニーズの多様化から、特に対象者が得意とした演歌公演の観客

動員の減少が続き、対象者は、深刻な業績不振に陥ったことから、「新宿コマ劇場」建物の敷地を所

有する当社に対して全面的な経営支援を要請し、「新宿コマ劇場」を閉館して当社と協同して本件土

地の再開発事業に取り組むことが、 善の選択との判断に至りました。また、当社にとっても、本件

土地は、都内の主要繁華街では希少な大型物件でありながら、きわめて収益性・効率性の低い資産と

化しており、当社の経営方針に照らして、本件土地の早期の再開発による有効活用が必要と考え、そ

のためには、何よりも本件土地南側部分の借地権を有する対象者の協力が不可欠と判断いたしました。 

 上記経緯より、平成 20 年５月 22 日開催の当社の取締役会及び５月 28 日開催の対象者の取締役会
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において、当社と対象者が協同して本件土地の再開発事業に取り組むこと等を内容とする「合意書」

締結が各々決議されました。 

 その後の協議の結果、当社は、本件土地の再開発事業を円滑に推進するに当たっては、本件土地南

側部分に借地権を有する対象者とのさらなる関係強化によって意思決定の一本化を図り、より機動的

な経営判断を可能とする状況が必要と認識するに至りました。 

 一方、対象者も、唯一の事業所であり収益基盤であった「新宿コマ劇場」閉館後の事業の継続を図

る手段を模索しておりましたが、主要事業たる演劇事業は、他劇場を借りて公演販売等を継続すると

しても持続的な収益確保は難しく、また本件土地南側部分の借地権を生かして再開発の後に不動産賃

貸業に転換するとしても、対象者の所有する「新宿コマ劇場」建物の解体から新建物の竣工まで約４

年間は事業休止状態となることから、上場会社の基準を満たす事業継続がきわめて難しい状況となり

ました。 

 以上の状況を踏まえ、当社としては、対象者株式の公開買付けを通じて、対象者を完全子会社化す

ることが 善の方策であるとの結論に至りました。 

 当社は、本公開買付けにおける買付価格を決定する際の参考とするため、平成 20 年６月下旬に、

当社及び対象者から独立した第三者算定機関としての算定人であるアビームM&Aコンサルティングに

対し、対象者の株式価値の評価を依頼しました。 

 アビームM&Aコンサルティングは、当社からのかかる依頼に基づき、時価純資産法及び市場株価法

により対象者の株式価値の評価を実施し、当社は、アビーム M&A コンサルティングから平成 20 年７

月 18 日付でアビーム M&A コンサルティング算定書を受領しています。それぞれの手法において算定

された対象者の株式１株当たりの価値の範囲は、時価純資産法では7,057円から7,401円、市場株価

法では1,555円から1,728円です。 

なお、アビーム M&A コンサルティングは、対象者の株式価値の評価においては、対象者の本件土

地南側部分の借地権には相当の含み益が存在しその重要性が高いことから、時価純資産法を採用する

とともに、生駒データサービスシステムにより実施されたかかる借地権の不動産鑑定に基づき、かか

る借地権の適正な時価を対象者の株式価値に反映しております。 

また、対象者が唯一の事業所であり収益基盤であった「新宿コマ劇場」を閉館して、当社と協同

して本件土地の再開発事業に取り組み、対象者の演劇事業が大幅に縮小されることが予定されている

ことから、対象者の事業資産から生み出される将来キャッシュフローに基づく株式価値の評価を行う

ことは難しいため、ディスカウンティッド・キャッシュフロー法は採用しておりません。 

 また、当社は、対象者に対する事業・法務・会計・税務に係るデュー・ディリジェンスを平成 20

年５月から７月にかけて行いました。 

 以上の経緯を経て、当社は、本公開買付けにおける買付価格を決定するに際して、アビームM&Aコ

ンサルティング算定書の時価純資産法の評価結果を重視しつつ、対象者に対する事業・法務・会計・

税務に係るデュー・ディリジェンスの結果、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、対象者株式

の市場価格の推移、及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者と協議・交渉した

結果等も踏まえ、平成20年７月22日の取締役会において本公開買付けにおける買付価格を7,400円

と決定いたしました。 

 対象者は、当社及び対象者から独立した第三者算定機関である三菱UFJ信託に対象者の株式価値の
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算定を依頼し、平成20年７月18日、三菱UFJ信託より三菱UFJ信託算定報告書を取得しました。三

菱UFJ信託算定報告書では、時価純資産法、市場株価平均法の各手法を用いて分析しております。な

お、三菱UFJ信託は、対象者の株式価値の評価においては、対象者の本件土地南側部分の借地権には

相当の含み益が存在しその重要性が高いことから、時価純資産法を採用するとともに、株式会社東京

カンテイにより実施されたかかる借地権の不動産鑑定に基づき、かかる借地権の適正な時価を対象者

の株式価値に反映しております。また、対象者は、リーガルアドバイザーであるTMI総合法律事務所

から法的助言を受け、平成20年７月22日開催の対象者の取締役会において、三菱UFJ信託算定報告

書や法的助言を参考にしたうえで、本公開買付けの諸条件について慎重に検討した結果、本公開買付

けが対象者の企業価値の向上に寄与するものであるとともに、対象者の株主に対して合理的な価格に

よる対象者株式の売却機会を提供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に参

加した取締役の全員一致で決議をしております。 

 なお、対象者の代表取締役社長である大隈氏及び取締役である増田憲義氏は当社の取締役を兼務

しており、また、対象者の取締役である中川喜博氏は当社との間で公開買付応募契約を締結している

阪急阪神ホールディングス株式会社の完全子会社である阪急電鉄株式会社の取締役を兼務しておりま

すので、利益相反回避の観点から、対象者における本公開買付けに関する審議及び決議に参加してお

らず、また、対象者の立場において当社との協議及び交渉に参加しておりません。 

 また、当社の従業員を兼務していることを理由に対象者における本公開買付けに関する審議に参加

しなかった丸山仁氏を除く対象者の全ての監査役は本公開買付けに賛成の意見を述べております。

 

③ 算定機関との関係 

アビーム M&A コンサルティングは、当社及び対象者から独立した第三者算定機関であり、当社及

び対象者いずれの関連当事者にも該当いたしません。なお、アビームM&Aコンサルティングは、対象

者の株式価値の評価においては、対象者の本件土地南側部分の借地権には相当の含み益が存在しその

重要性が高いことから、時価純資産法を採用するとともに、生駒データサービスシステムにより実施

されたかかる借地権の不動産鑑定に基づき、かかる借地権の適正な時価を対象者の株式価値に反映し

ておりますが、生駒データサービスシステムは、当社及び対象者から独立した第三者であり、当社及

び対象者いずれの関連当事者にも該当いたしません。 

 

（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 

③  株式に換算した買付

予定の上限 

株 券 1,051,348株 470,700株 ―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 1,051,348株 470,700株 ―株

（注１） 応募株券等の総数が「②株式に換算した買付予定の下限」（470,700 株）に満たない場合は、応募株
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券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が「②株式に換算した買付予定の下限」

（470,700株）以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

（注２） 本公開買付けにより公開買付者が取得する株券等の 大数（以下「買付予定数」といいます。）は、

「①株式に換算した買付予定数」に記載しているとおり、1,051,348 株となります。これは、平成

20年６月25日に対象者が提出した第55期有価証券報告書（以下「第55期有価証券報告書」といい

ます。）に記載された平成20年３月31日現在の発行済株式総数（1,163,500株）から平成20年７月

22 日現在公開買付者が保有する株式数（110,000 株）及び第 55 期有価証券報告書に記載された平成

20年３月31日現在の対象者の自己株式数（2,152株）を控除した株式数です。 

（注３） 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

手続に従い公開買付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、市場価

格で当該買取りを行います。 

（注４） 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。 

 

（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 
1,100個

（買付け等前における株券等所有割合

9.47％）

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 
2,260個

（買付け等前における株券等所有割合

19.46％）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
10,513個

（買付け等後における株券等所有割合

100.00％）

対象者の総株主等の議決権の数 11,466個  

（注１） 「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けの買付予定数（1,051,348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

券等に係る議決権の数の合計を記載しております。 

（注３） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、第55期有価証券報告書に記載された平成20年３月31日現在

の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についてもその対象とし

ているため、「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、第55期有価証券報告書に記載された平成20年３月31日現在の単元未満株式の数

14,800株から、平成20年３月31日現在の対象者の所有する単元未満自己株式52株を控除した14,748

株に係る議決権の数である147個を加えて、「対象者の総株主等の議決権の数」を11,613個として計

算しております。 

（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。 
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（７）買付代金   7,779,975,200円 

（注）「買付代金」には、買付予定数（1,051,348株）を全て買い付けたと想定して、買付予定数に１

株当たりの買付価格（7,400円）を乗じた金額を記載しています。 

 

（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 

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 

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 

 

②  決済の開始日 

平成20年９月２日（火曜日） 

 法第27条の10第３項の規定により、対象者から公開買付期間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、決済の開始日は、平成20年９月10日（水曜日）

となります。 

 

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本公開買付けに係る

株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方（以下「応募株主等」

といいます。）の住所又は所在地（外国の居住者である株主等（法人株主等を含みます。以下

「外国人株主等」といいます。）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。買い付けられた株券等に係る売却代金は、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」及び「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応募株券等を買い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（本公開買付けの

撤回等を行った場合は本公開買付けの撤回等を行った日）以後速やかに、以下の方法により返

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、買い付

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、買い付け

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。 
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（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「株式に換算した買付予定の下限」（470,700株）に満たない場合には、

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予定の下

限」以上の場合には、応募株券等の全部の買付けを行います。 

 

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号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、

第３号イ乃至チ並びに同条第２項第３号乃至第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、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し、その後直ちに公告を行います。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主等についても、引下げ後の買付け等

の価格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の支払を応募株

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、応募株券等は手続終了後速やかに前記「（８）決済の

方法」の「④株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。 

 

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、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨
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を日本経済新聞に掲載します。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 

 本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、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。 

 また、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の方は、以下の表明・

保証を行うことを要求されます。応募者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、米国に所在していないこと、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乃至交付に関して、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、これらに限られません。）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きます。）。 
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（10）公開買付開始公告日 

 平成20年７月23日（水曜日） 

 

（11）公開買付代理人       

大和証券エスエムビーシー株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために以下の復代理人を選任しております。 

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 

 

３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し  

（１）本公開買付け後の方針 

 本公開買付け後の方針等については、「１．買付け等の目的」をご参照ください。 

 

（２）今後の業績への影響の見通し 

 本公開買付けが、当社の平成21年２月期業績予想に与える影響は軽微です。 

 

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 

 対象者は、平成20年７月22日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同することを決議してお

ります。 

 また、公開買付者と対象者は、平成20年５月28日付で、以下の４点を主な内容とする合意書を締結

しています。 

① 公開買付者と対象者は協同して本件土地の再開発事業に取り組むこと 

② 平成20年12月末日までに、当社は「新宿東宝会館」を、対象者は「新宿コマ劇場」を閉館する

こと 

③ 公開買付者は対象者の再開発事業等に係る所要資金の調達に協力すること 

④ 平成20年６月25日開催の対象者の定時株主総会において、公開買付者から代表取締役社長とな

るべき候補者（現対象者代表取締役社長 大隈氏）を派遣すること 

 

（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 

 対象者は、平成 20 年７月 22 日開催の取締役会において、平成 20 年９月末日現在の株主名簿及び

実質株主名簿に記載又は記録された株主に対する年間優待ポイントの贈呈を行わず、株主優待制度を

廃止する旨の決議を行っております。 

 

以 上 
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* このプレスリリースは、公開買付者による対象者に対する本公開買付けに関する事項を一般に公表するため

の記者発表文であり、本公開買付けに関する株券等の売付け等の申込みの勧誘又は買付け等の申込みを

目的として作成されたものではありません。 
* このプレスリリースには、公開買付者が対象者株式を取得した場合における、公開買付者の考え方に基づ

く、事業展開の見通し等を記載しております。実際の結果は多くの要因によって、これらの見通しから大きく

乖離する可能性があります。 
*  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、購入の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本公開買

付けに係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。 
* 国又は地域によっては、このプレスリリースの発表又は配布に法令上の制限又は制約が課されている場合

がありますので、それらの制限又は制約に留意し、当該国又は地域の法令を遵守してください。本公開買付

けの実施が違法となる国又は地域においては、このプレスリリース又はその訳文を受領されても、本公開買

付けに関する株券等の売付け等の申込みの勧誘又は買付け等の申込みをしたことにならず、情報としての

資料配布とみなされるものとします。 
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