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子会社である株式会社アッカ・ネットワークス株券等に対する 

公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

 

イー・アクセス株式会社（以下「公開買付者」又は「当社」といいます。）は、平成20年10月29日開催

の取締役会において、下記のとおり株式会社アッカ・ネットワークス（以下「対象者」といいます。）の普

通株式（以下「対象者株式」といいます。）及び新株予約権（以下「対象者新株予約権」といいます。）を、

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、お知らせ

いたします。 

 

記 

 

１．買付け等の目的 

（1）本公開買付けの概要 

 当社は、現在、対象者の発行済株式総数の 45.10％（78,575 株）を保有しておりますが、今般、対象

者の発行済株式及び新株予約権（当社が既に保有している対象者株式及び対象者の保有する自己株式を

除きます。）の追加取得を目指した本公開買付けを実施します。本公開買付けにおいては、買付け予定の

株式に上限及び下限を設定しておりません。 

 

 （2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、本公開買付けの目的 

当社は、創業以来、「すべての人に新たなブロードバンドライフを」という企業理念を掲げ、通信市場

を改革する強い使命感を持って規制緩和と競争促進を推進させ、国内最大の DSL ホールセール事業者と

して、約 30 社の ISP 経由で日本全国にブロードバンド接続サービスを提供することを主たる事業として

着実に成長してまいりました。ISP 事業を含めた加入者数は、提出日現在で約 210 万人となっておりま

す。 

 

当社は、その過程で、黒字化と累積損失の早期解消を果たすことにより、創業５年目の平成 16 年 11

月には、株式会社東京証券取引所市場第一部への上場を実現することができました。また、当社は、持

分法適用会社であるイー・モバイル株式会社（以下「イー・モバイル」といいます。）を通じて平成 17

年 11 月には、1.7GHz 帯の携帯電話事業免許の認可を受けて携帯電話サービス開始に向けた準備を順調に

進め、平成 19 年３月にはデータ通信サービス、平成 20 年３月には音声サービスを開始しました。

イー・モバイルのエリア拡大、サービス拡充に合わせて、当社が全国に構築している超高速光 IP バック

ボーンによる基幹ネットワーク網サービスの提供も拡大しております。DSL サービスにつきましても、市

場が成熟化しつつある中、モバイルデータサービスとのセットプランを提供するなど、グループ内での

連携による販売施策にも積極的に取り組みつつ、解約抑止策による顧客維持を重点強化することにより
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解約率の低減を実現いたしました。また、平成 19 年６月には端末事業の独立採算性の確立による事業モ

デルの構築を図るべく、当社にて端末の開発及び販売を手掛けるデバイス事業を立ち上げました。更

に、平成19年 12月には、イー・モバイルとともにMVNO（Mobile Virtual Network Operator：仮想ワイ

ヤレス通信事業者）向け事業を展開いたしました。 

 

平成 20 年３月期における当社単体の売上高は 67,257 百万円(前年同期比 11,273 百万円、20.1％の増

加)、営業利益は 12,281 百万円(前年同期比 251 百万円、2.0％の減少)、経常利益は 10,587 百万円(前年

同期比 791 百万円、7.0％の減少)、当期純利益は 8,454 百万円(前年同期比 1,826 百万円、27.5％の増

加)となりました。売上高の増加は、ネットワーク事業における売上高の減少を、モバイル事業及びデバ

イス事業の売上高の増加が上回ったことによるものです。営業利益の減少は、主にネットワーク事業に

おけるイー・モバイルへの基幹ネットワーク網サービスの拡大に伴う関連コストの増加や、デバイス事

業の新規立ち上げに伴う先行投資コストなどによるものです。経常利益の減少は、営業利益の減少に加

え、市場金利情勢の変動に伴い金利スワップ契約に係るヘッジ会計の適用を中止したことにより支払利

息が増加したことによるものです。当期純利益の増加は、平成 19 年５月 31 日のイー・モバイル株式の

売却益3,500百万円が経常利益の減少を上回ったことによるものです。 

 

以上のように、当社グループは、DSL と ISP（AOL）という既存事業による安定した財務基盤のもと、

機動的かつ積極的な経営戦略を進め、携帯電話事業を次の事業の柱として打ち立て、ブロードバンドの

世界で固定通信とモバイル通信の融合をはかり、先の「すべての人に新たなブロードバンドライフを」

という理念の更なる実現に向けて、全社一丸となって邁進しております。 

 

一方、対象者は、平成 12 年３月に会社を設立し、平成 17 年３月には株式会社ジャスダック証券取引

所（以下「ジャスダック証券取引所」といいます。）への上場を果たし、DSL ホールセール事業者として

は当社に次ぐ第２位の約 90 万人の加入者にサービスを提供しております。平成 15 年度から平成 17 年度

まで３期連続して増収増益を達成し、平成 18 年度以降は主として個人向け ADSL の加入者の減少により

前年度比減収が続いておりますが、その間、経営効率化とコスト削減を経営の最重要課題として掲げ、

堅調な利益を計上しております。 

 

対象者は、当社と同じ個人向けのブロードバンド接続サービスに加え、企業に対するインターネット

や企業ネットワークなどへのブロードバンドアクセスの提供とそのために必要なユーザーサポートを事

業領域としています。顧客のニーズに最適なアクセスサービスを提供するため、DSL/FTTH（光）どちら

でも柔軟に対応できる事業基盤を整備し、加えて今後の無線ブロードバンドアクセスの普及を見据えて

MVNO による無線ブロードバンド分野への事業領域の拡大を図っており、DSL/FTTH および無線ブロードバ

ンドサービスを重層的に提供するデュアル・ブロードバンド・アクセス・プロバイダーとして新たな成

長を目指しています。 

 

両社を取り巻く事業環境において FTTH の急速な台頭は事実であり、このところの市場統計数値に表れ

る DSL 加入者数が都市部を中心に鈍化・減少傾向にあることも否定できませんが、料金格差、導入の容

易性、サービス地域の広さ等々、いまだ DSL の優位点は多く、また、低速サービスである多くのダイア

ルアップ接続のユーザーは、より高速・定額の DSL サービスの潜在顧客として捉えることもできます。

このような環境の下、当社や対象者等の DSL ホールセール事業者は、一体となって、加入者の獲得や新

規分野への進出を図り、収益の増大を図るとともに、協調したコスト削減を推進するとともに、モバイ

ル等との新たなバンドルサービスの提供や新しいユーザー層の開拓をすすめることの重要性に疑いの余

地はありません。 

 

そのような状況下において、当社及び対象者は平成 20 年７月 31 日に、「出資及び資産譲渡契約書」、

「DSL 資産使用契約書」及び「業務委託契約書」を締結して、業務・資本提携に正式合意し、具体的な一

歩を踏み出しました。その合意に基づき、対象者は、平成 20 年８月 15 日、当社に対して第三者割当の
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方法により普通株式 61,790 株を発行し、割当てを受けた当社は対象者の発行済株式総数の 45.10％を保

有するに至ったことから、平成 20 年９月１日より、対象者は当社の連結子会社となっております。さら

に、両社は、平成 20 年９月１日、当社から対象者への一定の事業資産を譲渡し、相互に関連する業務委

託を行うなど緊密な事業提携を開始いたしました。また、平成 20 年 10 月１日には、当社の指名した候

補者７名（坂田大、深田浩仁、小林英夫、エリック・ガン、田中敦史、飯田さやか及び石田雅之の各

氏）が対象者の臨時株主総会の決議により、対象者の取締役に選任され、うち１名（坂田大氏）は代表

取締役としてその任に当たっております。 

 

この業務・資本提携を正式合意した平成 20 年７月 31 日時点では、両社は、各々独立の上場企業体と

してそれぞれの強みを活かしつつ、技術・カスタマーサービス・物流等の原価部門における相互補完と

役割分担によりそれぞれ経営効率の向上を図ることを企図しておりました。しかしながら、平成 20 年７

月 31 日以降、具体的な事業提携の詳細設計が当初の想定以上のスピードで進み、約２ヶ月間という短期

間に数十回の実務的な検討会議が行われ両社従業員の相互理解と融和による協力体制が着々と構築され

る一方、対象外としていた営業・マーケティング部門や間接部門の統合のもたらす大きなシナジー効果

とその実現の必要性を再認識するに至りました。加えて、10 月にはサブプライム問題から生じた未曾有

の国際金融危機の増幅と株式市場の大混乱に直面し、このような未曾有の激震に対しては当初の枠組み

を超え取りうる全ての企業価値向上策を迅速に発動すべしとの判断により、対象者の発行済株式を追加

取得することによって、対象者と一つの事業グループとしてより一体的な経営の実現に向かうために本

公開買付けを行うとの決断に至りました。 

 

さらに、両社は、本公開買付け終了後、吸収合併により両社の完全なる一体化を目指した経営統合を

実現することを計画しております。 

 

このように、同じ DSL ホールセール事業者であり、設立から現在に至る経緯の類似性も高く、かつ事

業分野の相補性、補完性が極めて高い両社が、将来の経営統合を目指し、戦略的方向性を共有してより

緊密に事業運営を行うことは、営業力の強化、及び経営の効率化とコスト削減の推進による事業の収益

力の維持・向上を図る礎となります。さらに、市場の飛躍的な成長が見込まれる無線ブロードバンド市

場に関しては、両社が一体となって戦略的に攻略していくことが企業価値の最大化をもたらすものと考

えております。特に DSL 事業においては、当社グループは、NTT グループ、ソフトバンクグループとほぼ

拮抗した規模となり、様々な規模の利益を追求することが可能となります。すなわち、本事業統合・再

編は、『DSL から FTTH まで』、『固定通信からモバイル通信まで』、『データ通信から音声まで』、『個人顧客

から法人顧客まで』を広くカバーする総合ブロードバンド通信事業グループを誕生させることを意味

し、企業価値の最大化はもとより、当社がその企業活動を通じ広く社会の発展に貢献する上で最善の選

択であるとの認識を持つに至り、この度の公開買付けを実施することといたしました。 

 

今後の両社の事業統合・再編によって考えられる具体的なシナジーとしては、以下のものが挙げられ

ます。 

 

・ 加入者規模約 300 万人、売上高規模 1,000 億円を擁する総合通信事業グループとなり、営業・

マーケティング分野でお互いの販売チャネルや営業人員等の経営資源を一体化することで、大きなス

ケールメリットを享受することが期待できます。 

・ 重複しているサービス提供エリアを整理し、各々がサービス提供のために設置している設備を共用す

ることにより設備使用効率をあげることで、未提供エリアに資源を振り向けることで、収益の拡大が

期待されます。また、両社が重複していないサービス提供エリアにおいては、相手の設備を使うこと

より、双方の未提携 ISP にサービスを提供することができることから、収益の拡大に繋げることが可

能となります。 

・ 重複する営業窓口を整理することで、マーケティング、申込プロセス、システム及びカスタマーサー

ビスを効率化し、コストを削減することが可能となります。 
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・ 通信回線バックボーンの共通化を図ることにより中継回線費用の削減が可能となります。 

・ 共通・重複業務を整理することで、コロケーション費用並びに業務委託費用等の原価の削減、及び管

理部門並びにシステム部門等の間接部門のコスト削減が可能となります。 

・ 平成 20 年７月１日時点で計画していた原価部門での通信機器購入費用及び機器保守費用等の低減の

みならず、管理部門やシステム部門等の間接部門等を加えた経営全ての領域での費用低減活動の実施

が可能となります。 

・ 収益力の向上により財務基盤が強化され、信用力の向上と資金調達コストの低減が可能となります。 

・ 広範なコスト削減の結果、競争力のある新商品の開発・提供が可能となります。 

・ 両社の重複業務に従事する人材を、無線ブロードバンド事業等の新規事業分野で有効活用することが

可能です。 

・ 両社は、それぞれの抱える DSL 基盤と加入者を、それぞれの無線ブロードバンドサービス（MVNO およ

び携帯電話サービス等）と組み合わせることによりFMCの展開に活用できる可能性があります。 

 

本公開買付けにおいては、対象者の株主の皆様に公平な売却の機会を提供すべく、買付けを行う株券

の数に上限及び下限は設定しておりません。 

 

（3）本公開買付け後の経営方針等 

当社と対象者は、当社及び対象者のシナジーの最大化を図るための事項に関する詳細な協議及び検討

を引き続き進めていく予定ですが、本公開買付けの終了後、公開買付者を存続会社、対象者を消滅会社

とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を実施することを計画しており、今後も引き続き、両社

で協議を行ってまいります。 

 

本合併に関する詳細は現時点では未定であり、今後、当社と対象者がそれぞれの株主の利益に十分配

慮して協議の上で決定する予定ですが、本合併に際しては対象者の株主に対してその所有する対象者株

式に代わり当社の普通株式を交付することを予定しており、本合併における合併比率の決定にあたって

は、対象者の株主に対して公正な対価を交付するものとし、対象者株式についての評価につき、特段の

事情がない限り、本公開買付けにおける対象者株式の買付け等の価格（以下「買付価格」といいます。）

と同一の価格とする予定です。もっとも、対象者の事業を取り巻く環境の変化、株式市場並びに当社及

び対象者の業績の変動等の影響といった特段の事情により、対象者株式の評価が買付価格とは異なるこ

とがあります。また、本合併に際して、対象者の株主は、法令の手続に従い、対象者に対して株式買取

請求を行うことができる場合がありますが、この場合の１株当たりの買取価格についても、最終的には

裁判所が判断することになるため、買付価格又は本合併により対象者の株主が受領する経済的価値と異

なることがあります。 

 

なお、本合併は、平成 21 年５月頃までを目処に実施することを計画しておりますが、本公開買付け後

の当社の株券等所有割合、当社以外の対象者株主による対象者株式の保有状況、当社及び対象者の業績

等の変動や株式市場の影響等によっては、実施の方法及び時期に変更が生じる可能性があります。本合

併の内容については、対象者と協議の上、決定次第速やかに公表いたします。 

 

また、本公開買付けの結果、会社法第 784 条第１項本文に定める略式合併を行うことが可能となる場

合は、本合併について、対象者における株主総会の承認決議を経ずに実施する予定です。 

 

対象者新株予約権については、本公開買付けが成立したものの、対象者新株予約権の全てを取得でき

なかった場合、買入消却、本合併の過程で対価として金銭等を交付することその他の方法で消滅させる

ことを予定しておりますが、現時点では具体的な方法は決定しておりません。本合併に際しての本新株

予約権の取り扱いについては現時点においては未定です。 

 

（4）本公開買付けに関する合意等 
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該当事項はありません。 

 

（5）上場廃止となる見込み及びその理由 

対象者の普通株式は、公開買付届出書提出日現在、ジャスダック証券取引所に上場されていますが、

本公開買付けは対象者株式の上場廃止を企図するものではありません。しかしながら、本公開買付けに

おいては買付けを行う株券等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、ジャス

ダック証券取引所の定める株券上場廃止基準に従い、本公開買付けの成立をもって、所定の手続を経て

上場廃止となる可能性があります。対象者株式が上場廃止となった場合は、対象者の普通株式をジャス

ダック証券取引所において取引することはできなくなり、当該株式を将来売却することが困難になるこ

とが予想されます。 

なお、本公開買付けの結果によって当該基準に該当しない場合であっても、上記（3）記載の本合併が

実施された場合には、ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に従い所定の手続を経て対象者株券

は上場廃止となる見込みです。 

上記のとおり、対象者は上場廃止となる可能性がありますが、これは本公開買付けによって結果的に

生じるものであり、本公開買付けは対象者の上場廃止を企図するものではありません。 

 

（6）当社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 

該当事項はありません。 

 

（7）公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程 

公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程については、「（2）本公開買付けの実施を決定す

るに至った背景、本公開買付けの目的」をご参照ください。 

 

（8）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 

当社は、第三者算定機関である日興コーディアル証券株式会社から提出された株式価値算定書を参考

にし、最終的に対象者との協議を経て買付価格を 120,000 円に決定いたしました。なお、買付価格

120,000 円は、本公開買付けの開始を決議した日の前営業日（平成 20 年 10 月 28 日）のジャスダック証

券取引所における対象者株式の終値 74,400 円、対象者の平成 20 年 10 月 28 日までのジャスダック証券

取引所における対象者株式の過去１ヶ月終値平均株価 80,633 円（小数点以下四捨五入）、過去３ヶ月終

値平均株価 90,517 円（小数点以下四捨五入）、過去６ヶ月終値平均株価 109,755 円（小数点以下四捨五

入）に対してそれぞれ約 61.3％、約 48.8％、約 32.6％、約 9.3％（いずれも小数点第２位以下四捨五

入）のプレミアムを加えた額に相当します。 

上記当社における買付価格の算定に対して、対象者取締役会は、当社及び対象者から独立した第三者

算定機関かつ対象者のファイナンシャル・アドバイザーとして株式会社ラザード フレール（以下「ラ

ザード フレール」といいます。）を選任し、対象者の株式価値の算定を依頼し、平成 20 年 10 月 29 日付

で、ラザード フレールより、株式価値算定書を取得しました。ラザード フレールは、対象者より提供

された財務情報及び財務予測その他の一定の前提及び条件の下で、対象者株式の株式価値を評価するに

あたり、本件における評価手法を検討した結果、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下

「DCF 法」といいます。）による評価を実施しました。また、ラザード フレールは、プレミアム分析も実

施しました。 

また、対象者の代表取締役社長である須山勇氏は、平成 20 年 10 月 22 日、公開買付者及び本公開買付

けに特別の利害関係を有しない対象者の社外取締役である山岡法次氏及び山本宏義氏に対し、本公開買

付けの条件及び内容を検討し、対象者取締役会に意見を提出することを依頼しました。 

山岡法次氏及び山本宏義氏は、平成 20 年 10 月 22 日から同月 29 日までの間、本公開買付けに関する

決議に参加しない取締役（上記の平成 20 年 10 月 1 日に対象者の取締役に就任した７名）を除いた各取

締役から本公開買付け及び本合併の目的並びに当該各取締役それぞれの意見等について詳細な説明を聴

取し、また、ラザード フレールから本公開買付けの財務的見地からの検討結果の説明を聴取した上で、

本公開買付けについて、買付等の価格及びその他の条件、本公開買付け及び本合併の目的、並びに対象
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者取締役会の意思決定プロセスの妥当性・適法性等について慎重に検討を行った結果、平成 20 年 10 月

29 日、対象者取締役会に対して、本公開買付けに賛同すると判断することは合理的である旨の意見を提

出しています。  

さらに、対象者取締役会は、本公開買付けに関して、ラザード フレールより財務的見地からの助言を

取得し、本公開買付けの手続きの適法性や対象者取締役会の現時点での経営判断の当否等に関して、対

象者の法務アドバイザーである森・濱田松本法律事務所より、法的な観点からの助言を得て、それらの

内容を参考にしております。なお、対象者は、ラザード フレールその他の評価機関からフェアネスオピ

ニオンの取得は行っておらず、ラザード フレールは本公開買付けに関する公開買付価格の公正性又は妥

当性について意見を表明するものではありません。 

対象者取締役会は、当社より本公開買付けの提案を受けてから複数回に亘り当社との間で協議・交渉

を行った上、平成 20 年 10 月 29 日開催の対象者取締役会において、本公開買付けの条件、対象者の経

営、事業、財政状況及び業績その他対象者が置かれている現在の状況、本公開買付け及び本合併による

企業価値向上の可能性その他諸般の事情並びに山岡法次氏及び山本宏義氏からの本公開買付けに賛同す

ると判断することは合理的である旨の意見等を勘案した上で、本公開買付けは、対象者の一般株主に対

して、合理的な価格により対象者の普通株式を売却する機会を提供するとともに、対象者の企業価値の

確保・向上に資するものと判断し、本公開買付けに賛同することを出席取締役全員の一致をもって決定

いたしました。 

なお、対象者の取締役のうち、深田浩仁氏、小林英夫氏、エリック・ガン氏及び飯田さやか氏は当社

の代表取締役、取締役又は執行役員を兼務しており、田中敦史氏及び石田雅之氏はイー・モバイルの執

行役員を兼務しておりますので、利益相反回避の観点から、これらの６名は上記の対象者取締役会の本

公開買付けに関する審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立場において当社との協議・交

渉に参加しておりません。さらに、対象者の代表取締役である坂田大氏は、現時点においては当社を退

社しておりますが、平成 20 年 10 月 1 日に当社の指名する者の１名として対象者の代表取締役に就任し

ていることから、対象者と利益が相反する可能性が否定できないことから、対象者取締役会の本公開買

付けに関する審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立場において当社との協議・交渉に参

加しておりません。 

さらに、当該取締役会に出席した社外監査役を含む対象者監査役は、対象者取締役会が本公開買付け

に賛同する旨の意見を表明することに異議がない旨の意見を述べております。なお、対象者監査役のう

ち、後藤征男氏は、当社の監査役を兼務しておりますので、利益相反回避の観点から、対象者取締役会

における本公開買付けに関する決議に関して意見を述べることを差し控えております。 

 

 

２．買付け等の概要 

（１）対象者の概要 

① 商 号 株式会社アッカ・ネットワークス 

 

 

② 

 

 

事 業 内 容 電気通信事業 

 

③ 

 

設 立 年 月 日 平成12年3月15日 

 

④ 

 

本 店 所 在 地 東京都千代田区有楽町１丁目12番１号 
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⑤ 

 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 須山 勇 

 

⑥ 

 

資 本 金 の 額 16,693,636,000円（平成20年９月17日現在） 

 

⑦ 

 

大株主及び持株比率 

イー・アクセス株式会社                      13.49％

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社         11.69％

イグナイトＢＢ投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ＡＧＳ 

7.99％

株式会社大和証券グループ本社                  3.82％

ＩＴ２０００投資事業有限責任組合 無限責任組合員 東京海上キャピタル

株式会                             3.15％

日本電気株式会社                                               1.24％

富士通株式会社                                                 1.24％

ユービーエス エージー ロンドン アカウント アイピービー セグリゲ

イテッド  クライアント アカウント                            0.87％

ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティ

ファンズ                            0.82％

エムエルピー エフエス カストディー              0.81％

（平成20年６月30日現在）

 

資 本 関 係

 

 

当社は、対象者の発行済株式総数の45.10％を保有しており

ます（平成20年９月17日現在）。 

 

 

人 的 関 係

 

 

 

当社の代表取締役社長、代表取締役副社長、取締役及び執

行役員計４名が、また、当社の関連会社の執行役員２名

が、対象者の社外取締役に就任しております。また、当社

の監査役１名が、対象者の社外監査役に就任しておりま

す。 

 

 

 

取 引 関 係

 

 

 

当社と対象者との取引 

①DSL資産の譲渡 

当社は、平成20年９月１日、その保有するDSL資産関

連設備を対象者に譲渡しました。 

②DSL資産の貸付 

当社は、対象者からDSL関連設備の賃貸を受けておりま

す。 

③保守等の業務委託 

当社は、対象者に設備の保守業務、モデムの物流・レン

タル業務等を委託しております。 

 

⑧ 
買付者と対象者の 

関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況

 

対象者は、当社の連結子会社であり、関連当事者に該当し

ます。 
 

（注１）対象者は、平成20年７月31日開催の取締役会において、公開買付者を割当先とした第三者割当に

よる新株式 61,790 株の発行を決議し、公開買付者は平成 20 年８月 15 日に払込を完了しています。
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これにより、平成20年８月20日現在の公開買付者の所有株式数は78,575株（異動前16,785株）

となり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は45.10％（異動前13.49％）となりました。 

（注２）対象者は、平成20年８月15日に臨時報告書を提出しました。この臨時報告書によれば、対象者の

平成20年８月15日現在までの主要株主の異動は次のとおりです。 

(1）当該異動に係る主要株主の名称 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

(2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主の議決権に対する割合 

①当該主要株主の所有議決権の数 

異動前  14,546個 

異動後  14,546個 

②総株主の議決権に対する割合 

異動前  13.04％ 

異動後   8.39％ 

(3）当該異動年月日  平成20年８月15日 

 

（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10月30日（木曜日）から平成20年11月28日（金曜日）まで（20営業日） 

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

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。）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12月12日（金曜日）までとなります。 

 

（３）買付け等の価格     

対象者株式１株につき、120,000円 

対象者新株予約権 

①平成 12 年 11 月 16 日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行された新株引受権（商法等の一部を

改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第 19 条第１項の規定により新株予約権

とみなされる新株引受権。以下「本新株予約権①」といいます。）１個につき、１円 

②平成 13 年７月４日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行された新株引受権（商法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第 19 条第１項の規定により新株予約権と

みなされる新株引受権。以下「本新株予約権②」といいます。）１個につき、１円 

③平成15年３月27日開催の株主総会の決議並びに同年４月30日、同年５月28日、同年７月30日

及び平成 16 年２月 12 日開催の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「本新株予

約権③」といいます。）１個につき、１円 

④平成 16 年３月 30 日開催の株主総会の決議及び平成 17 年３月 11 日開催の取締役会の決議に基づ

き発行された新株予約権（以下「本新株予約権④」といいます。）１個につき、１円 

⑤平成 18 年３月 30 日開催の株主総会の決議及び同年４月 27 日開催の取締役会の決議に基づき発行

された新株予約権（以下「本新株予約権⑤」といいます。）１個につき、１円 

 

（４）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

（ⅰ）普通株式 

 買付価格である１株当たり120,000円は、第三者算定機関である日興コーディアル証券株式会社が平

成20年10月27日に当社に提出した株式価値算定書を参考に決定いたしました。 

 日興コーディアル証券株式会社は対象者の株式価値を算定するにあたり、本件における算定手法を
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検討した結果、DCF法及び市場株価法を用い、対象者の業績の内容や予想、当社と対象者との間で生み

出されるシナジー効果等を勘案して対象者の株式価値算定を行いました。株式価値算定書によると、

各手法に基づいて算定された対象者の対象者株式１株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりに示さ

れておりました。 

ｉ．DCF法では、対象者が将来獲得することを期待されるキャッシュ・フローを一定の割引率で現在価

値に割り引くことによって企業価値を評価し、１株当たりの株式価値を113,348円～132,787円と

算定いたしました。 

ⅱ．市場株価法では、対象者の評価基準日を平成20年10月24日として、１ヶ月終値平均株価及び当社

が対象者を子会社化する事ことを公表した翌日から評価基準日までの終値平均株価で株式価値を

評価し、１株当たりの株式価値を82,095円～90,076円と算定いたしました。 

 当社は、株式価値算定書の各手法の算定結果を参考に、対象者との協議内容及び対象者株式の市場

株価の動向を踏まえ、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、本公開買付けの見通し及び対象者

との協働によるその他のシナジー効果等を総合的に勘案し、最終的な買付価格を120,000円と決定いた

しました。 

 なお、本公開買付けの買付価格は、本公開買付けの開始を決議した日の前営業日（平成20年10月28

日）のジャスダック証券取引所における対象者株式の売買価格の終値74,400円に対して約61.3％（小

数点第２位以下四捨五入）、平成20年10月28日までの過去１ヶ月間のジャスダック証券取引所におけ

る売買価格の終値の単純平均値80,633円（小数点以下四捨五入）に対して約48.8％（小数点第２位以

下四捨五入）、平成20年10月28日までの過去３ヶ月間のジャスダック証券取引所における売買価格の

終値の単純平均値90,517円（小数点以下四捨五入）に対して約32.6％（小数点第２位以下四捨五

入）、平成20年10月28日までの過去６ヶ月間のジャスダック証券取引所における売買価格の終値の単

純平均値109,755円（小数点以下四捨五入）に対して約9.3％（小数点第２位以下四捨五入）のプレミ

アムをそれぞれ加えた金額となります。 

（ⅱ）新株予約権 

 対象新株予約権は、対象者の取締役及び従業員等に対してストックオプションとして付与されたも

のです。対象新株予約権のうち、本新株予約権①、②は、譲渡できないものとされており、本新株予

約権③、④、⑤については、譲渡について取締役会の承認が必要との譲渡制限が付されていることに

照らして、公開買付者は、本公開買付けにより、当該新株予約権を買付けたとしても、これを行使す

ることはできないと解されることから、上記の通り、対象新株予約権の買付価格を１円と決定いたし

ました。 
 

 

② 算定の経緯 

当社は、対象者と業務・資本提携を合意した平成20年７月31日以降、対象者との間で、対象者の経営

全般並びに当社及び対象者のシナジーの最大化を図るための事項に関する協議及び検討を行ってきまし

た。 

 その７月31日以降、具体的な事業提携の詳細設計が当初の想定以上のスピードで進み、約２ヶ月間

という短期間に数十回の実務的な検討会議が行われ両社従業員の相互理解と融和による協力体制が

着々と構築される一方、当初対象外としていた営業・マーケティング部門や間接部門の統合のもたら

す大きなシナジー効果とその実現の必要性を再認識するに至りました。加えて10月にはサブプライム

問題から生じた国際金融危機の増幅と株式市場の大混乱に直面し、このような未曾有の激震に対して

は当初の枠組みを超え取りうる全ての企業価値向上策を迅速に発動すべしとの判断により、対象者の

発行済株式を追加取得し、対象者と一つの事業グループとしてより一体的な経営の実現に向かうため

に本公開買付けを行うことを決断し、対象者とも交渉・協議のうえ、平成20年10月29日に以下の経緯

により本公開買付けの実施及び本公開買付価格を決定いたしました。 

(ⅰ) 第三者算定機関からの株式価値算定書の取得について 

 当社は、買付価格を決定するに当たって、第三者算定機関である日興コーディアル証券株式会社

より、対象者の株式価値評価に関する算定書を平成20年10月27日に取得しております。 

(ⅱ) 株式価値算定書の概要について 

日興コーディアル証券株式会社は、DCF法及び市場株価法の各手法を用いて当該株式価値評価を行い

ました。 

ｉ．DCF法では、対象者が将来獲得することを期待されるキャッシュ・フローを一定の割引率で現在

価値に割り引くことによって企業価値を評価し、１株当たりの株式価値を113,348円～132,787円
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と算定いたしました。 

ⅱ．市場株価法では、対象者の評価基準日を平成20年10月24日として、１ヶ月終値平均株価及び当

社が対象者を子会社化する事を公表した翌日から評価基準日までの終値平均株価で株式価値を評

価し、１株当たりの株式価値を82,095円～90,076円と算定いたしました。 

(ⅲ) 買付価格の決定経緯について 

 当社は、平成20年10月17日、買付価格の決定の参考にするために、日興コーディアル証券株式会

社に対して対象者の株式価値算定を依頼しました。日興コーディアル証券株式会社は、この依頼を

受けてDCF法及び市場株価法を用いて上記のとおり対象者の株式価値算定を行っており、平成20年10

月27日、当社は日興コーディアル証券株式会社より株式価値算定書を受領いたしました。 

 また、当社は、本公開買付けに関する対象者との具体的な検討・交渉・協議の中で、買付価格に

ついても協議を行ってきました。 

 当社は、上記算定結果、協議内容及び対象者株式の市場株価の動向を踏まえ、対象者による本公

開買付けへの賛同の可否、本公開買付けの見通し及び対象者との協働によるその他のシナジー効果

等を総合的に勘案した上で、最終的に平成20年10月29日開催の取締役会において、買付価格を１株

当たり120,000円とすることを決定いたしました。 

 また、本公開買付けの対象となる新株予約権については、上記「算定の基礎」の「（２）新株予

約権」において記載の理由により、１円とすることを決定いたしました。 

(ⅳ) 買付価格の公正性を担保し、かつ利益相反を回避するための措置について 

 上記当社における買付価格の算定に対して、対象者取締役会は、当社及び対象者から独立した第

三者算定機関かつ対象者のファイナンシャル・アドバイザーとしてラザード フレールを選任し、対

象者の株式価値の算定を依頼し、平成20年10月29日付で、ラザード フレールより、株式価値算定書

を取得しました。ラザード フレールは、対象者より提供された財務情報及び財務予測その他の一定

の前提及び条件の下で、対象者株式の株式価値を評価するにあたり、本件における評価手法を検討

した結果、DCF法による評価を実施しました。また、ラザード フレールは、プレミアム分析も実施

しました。 

 また、対象者の代表取締役社長である須山勇氏は、平成20年10月22日、公開買付者及び本公開買

付けに特別の利害関係を有しない対象者の社外取締役である山岡法次氏及び山本宏義氏に対し、本

公開買付けの条件及び内容を検討し、対象者取締役会に意見を提出することを依頼しました。 

 山岡法次氏及び山本宏義氏は、平成20年10月22日から同月29日までの間、本公開買付けに関する

決議に参加しない取締役（上記の平成20年10月1日に対象者の取締役に就任した７名）を除いた各取

締役から本公開買付け及び本合併の目的並びに当該各取締役それぞれの意見等について詳細な説明

を聴取し、また、ラザード フレールから本公開買付けの財務的見地からの検討結果の説明を聴取し

た上で、本公開買付けについて、買付等の価格及びその他の条件、本公開買付け及び本合併の目

的、並びに対象者取締役会の意思決定プロセスの妥当性・適法性等について慎重に検討を行った結

果、平成20年10月29日、対象者取締役会に対して、本公開買付けに賛同すると判断することは合理

的である旨の意見を提出しています。  

 さらに、対象者取締役会は、本公開買付けに関して、ラザード フレールより財務的見地からの助

言を取得し、本公開買付けの手続きの適法性や対象者取締役会の現時点での経営判断の当否等に関

して、対象者の法務アドバイザーである森・濱田松本法律事務所より、法的な観点からの助言を得

て、それらの内容を参考にしております。なお、対象者は、ラザード フレールその他の評価機関か

らフェアネスオピニオンの取得は行っておらず、ラザード フレールは本公開買付けに関する公開買

付価格の公正性又は妥当性について意見を表明するものではありません。 

 対象者取締役会は、当社より本公開買付けの提案を受けてから複数回に亘り当社との間で協議・

交渉を行った上、平成20年10月29日開催の対象者取締役会において、本公開買付けの条件、対象者

の経営、事業、財政状況及び業績その他対象者が置かれている現在の状況、本公開買付け及び本合

併による企業価値向上の可能性その他諸般の事情並びに山岡法次氏及び山本宏義氏からの本公開買

付けに賛同すると判断することは合理的である旨の意見等を勘案した上で、本公開買付けは、対象

者の一般株主に対して、合理的な価格により対象者の普通株式を売却する機会を提供するととも

に、対象者の企業価値の確保・向上に資するものと判断し、本公開買付けに賛同することを出席取

締役全員の一致をもって決定いたしました。 

なお、対象者の取締役のうち、深田浩仁氏、小林英夫氏、エリック・ガン氏及び飯田さやか氏は当

社の代表取締役、取締役又は執行役員を兼務しており、田中敦史氏及び石田雅之氏はイー・モバイ

ルの執行役員を兼務しておりますので、利益相反回避の観点から、これらの６名は上記の対象者取
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締役会の本公開買付けに関する審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立場において当

社との協議・交渉に参加しておりません。さらに、対象者の代表取締役である坂田大氏は、現時点

においては当社を退社しておりますが、平成20年10月1日に当社の指名する者の１名として対象者の

代表取締役に就任していることから、対象者と利益が相反する可能性が否定できないことから、対

象者取締役会の本公開買付けに関する審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立場にお

いて当社との協議・交渉に参加しておりません。 

 さらに、当該取締役会に出席した社外監査役を含む対象者監査役は、対象者取締役会が本公開買

付けに賛同する旨の意見を表明することに異議がない旨の意見を述べております。なお、対象者監

査役のうち、後藤征男氏は、当社の監査役を兼務しておりますので、利益相反回避の観点から、対

象者取締役会における本公開買付けに関する決議に関して意見を述べることを差し控えておりま

す。 
 

 

③  算定機関との関係 

日興コーディアル証券株式会社は、当社及び対象者のいずれの関連当事者にも該当しません。 
 

 

（５）買付予定の株券等の数 

株式に換算した買付予定数 株式に換算した買付予定数の下限 株式に換算した買付予定数の上限

9,438（株） －（株） －（株）

（注１）本公開買付けは、法第27条の13第４項各号に掲げる条件を付しておりませんので、応募株券等の

全部の買付け等を行います。 

（注２）公開買付期間中に対象者のストックオプションに係る新株引受権及び新株予約権が行使される可能

性があり、当該行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付けの対象としております。 

（注３）本公開買付けにおいては、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）本公開買付けにおいて公開買付者が買付け等を行う株券等の最大数（株式に換算したもの）は

96,415株となります（以下「最大買付株式数」といいます。）。これは、対象者の平成20年９月

17日に提出した第９期中半期報告書に記載された平成20年９月17日現在の発行済株式総数

（174,222株）から公開買付者が本日現在保有する株式数（78,575株）及び対象者が本日現在保

有する自己株式数（1,648株）を控除し、平成20年10月28日現在の新株引受権及び新株予約権

が公開買付期間の末日までに行使されることにより発行又は移転される可能性のある株式（平成

20年10月29日以降、本日までに各新株予約権が行使されたことにより発行又は移転された株式

を含みます。）の最大数（2,416株）を加えた株式数です。 

 

（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公開買付者の

所有株券等に係る議決権の数 
78,575個

（買付け等前における株券等所有割合 

45.35％）

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 
435個

（買付け等前における株券等所有割合

0.25％）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
9,438個

（買付け等後における株券等所有割合

50.30％）

対象者の総株主の議決権の数 173,255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株式に換算した買付予定数

（9,438株。以下、「買付予定数」といいます。）に係る議決権の数です。 

（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
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券等（本公開買付けの対象とされていない対象者が保有する自己株式を除きます。）に係る議決権

の数を合計して記載しております。但し、本公開買付けにおいては、対象者が保有する自己株式

以外の特別関係者の所有する株券等についても買付け等の対象としており、「買付予定の株券等に

係る議決権の数」には特別関係者の所有する株券等（本公開買付けの対象とされていない対象者

が保有する自己株式を除きます。）も含まれるため、「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」を分子に加算し

ておりません。 

（注３）「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成 20 年９月 17 日に提出した第９期中半期報告書

に記載された総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては対象者のストックオプ

ションに係る新株引受権及び新株予約権行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付

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、対象者の上

記半期報告書に記載された平成 20 年９月 17 日現在の発行済株式総数（174,222 株）から本公開買

付けの対象としない対象者が本日現在保有する自己株式数（1,648 株）を控除し、平成 20 年 10 月

28 日現在における対象者の新株引受権及び新株予約権が公開買付期間の末日までに行使されるこ

とにより発行又は移転される可能性のある株式の最大数（2,416 株）を加えた 174,990 株に係る議

決権の数174,990個を分母として計算しております。 

（注４）公開買付者は、応募株券等の全部の買付け等を行いますので、「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。 

（注５）「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」については、

小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

（７）買付代金   1,132,560,000円 

（注）買付代金は、応募株券等の全部が普通株式であったと仮定した場合において、買付予定数（9,438

株）に１株当たりの買付価格を乗じた金額を記載しています。但し、応募株券等の総数が買付予定数

（9,438株）以上の場合にも、応募株券等の全部の買付け等を行いますので、最大買付株式数

（96,415株）の全てを買付けた場合の買付代金は、11,569,800,000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 

 

日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 
 

 

②  決済の開始日 

平成20年12月４日（木曜日） 

（注）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には、決済開始日は平成 20 年 12 月 18 日（木曜日）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応募株主等（外国人株主等

の場合はその常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。 

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（後記（11）において記載されているものをいいます。）

から応募株主等（外国人株主等の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金します。 
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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】 

該当事項はありません。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（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号に定める事情のいずれかが発生した場合は、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、当該

公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合は、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（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。 

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項各号に定

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

します。但し、当該公告を公開買付期間の末日までに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、引下げ後の買付け等の価格により買付

け等を行います。 

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、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することが

できます。契約の解除の方法については、公開買付届出書「７ 応募及び契約の解除の方法」の

「(2）契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。 

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いを応募株

主等に請求することはありません。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。 

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、公開買付期間中、法第 27 条の６及び令第 13 条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、その変更の内容

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。但し、当該公告を公開買付期間の

末日までに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等を行います。 

⑥【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】 

公開買付者が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
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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、米国内において又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又は国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、

電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を使用して行われるもの

ではなく、さらに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、本公開買付届出書又は関連する買付書類はいずれも、米国内において若しくは米国に向け

て、又は米国内から、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。 

本公開買付けの応募に際し、応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）は、公開買付者

及び公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを要求されます。 

(ⅰ) 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。 

(ⅱ) 本公開買付けに関するいかなる情報又は買付けに関する書類（それらの写しを含みます。）を

も、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、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。 

(ⅲ) 買付け又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（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、イ

ンターネット通信を含みますが、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。 

(ⅳ) 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20年10月30日（木曜日） 

 

（11）公開買付代理人    

日興コーディアル証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目３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等 

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 

本公開買付けが平成 21 年３月期業績予想に与える影響については、確定次第速やかに開示いたし
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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 

① 本公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程 

当社は、創業以来、「すべての人に新たなブロードバンドライフを」という企業理念を掲げ、通信市場

を改革する強い使命感を持って規制緩和と競争促進を推進させ、国内最大の DSL ホールセール事業者と

して、約 30 社の ISP 経由で日本全国にブロードバンド接続サービスを提供することを主たる事業として

着実に成長してまいりました。ISP 事業を含めた加入者数は、提出日現在で約 210 万人となっておりま

す。 

 

当社は、その過程で、黒字化と累積損失の早期解消を果たすことにより、創業５年目の平成 16 年 11

月には、株式会社東京証券取引所市場第一部への上場を実現することができました。また、当社は、持

分法適用会社であるイー・モバイルを通じて平成 17 年 11 月には、1.7GHz 帯の携帯電話事業免許の認可

を受けて携帯電話サービス開始に向けた準備を順調に進め、平成 19 年３月にはデータ通信サービス、平

成 20 年３月には音声サービスを開始しました。イー・モバイルのエリア拡大、サービス拡充に合わせ

て、当社が全国に構築している超高速光 IP バックボーンによる基幹ネットワーク網サービスの提供も拡

大しております。DSL サービスにつきましても、市場が成熟化しつつある中、モバイルデータサービスと

のセットプランを提供するなど、グループ内での連携による販売施策にも積極的に取り組みつつ、解約

抑止策による顧客維持を重点強化することにより解約率の低減を実現いたしました。また、平成 19 年６

月には端末事業の独立採算性の確立による事業モデルの構築を図るべく、当社にて端末の開発及び販売

を手掛けるデバイス事業を立ち上げました。更に、平成 19 年 12 月には、イー・モバイルとともに MVNO

（Mobile Virtual Network Operator：仮想ワイヤレス通信事業者）向け事業を展開いたしました。 

 

平成 20 年３月期における当社単体の売上高は 67,257 百万円(前年同期比 11,273 百万円、20.1％の増

加)、営業利益は 12,281 百万円(前年同期比 251 百万円、2.0％の減少)、経常利益は 10,587 百万円(前年

同期比 791 百万円、7.0％の減少)、当期純利益は 8,454 百万円(前年同期比 1,826 百万円、27.5％の増

加)となりました。売上高の増加は、ネットワーク事業における売上高の減少を、モバイル事業及びデバ

イス事業の売上高の増加が上回ったことによるものです。営業利益の減少は、主にネットワーク事業に

おけるイー・モバイルへの基幹ネットワーク網サービスの拡大に伴う関連コストの増加や、デバイス事

業の新規立ち上げに伴う先行投資コストなどによるものです。経常利益の減少は、営業利益の減少に加

え、市場金利情勢の変動に伴い金利スワップ契約に係るヘッジ会計の適用を中止したことにより支払利

息が増加したことによるものです。当期純利益の増加は、平成 19 年５月 31 日のイー・モバイル株式の

売却益3,500百万円が経常利益の減少を上回ったことによるものです。 

 

以上のように、当社グループは、DSL と ISP（AOL）という既存事業による安定した財務基盤のもと、

機動的かつ積極的な経営戦略を進め、携帯電話事業を次の事業の柱として打ち立て、ブロードバンドの

世界で固定通信とモバイル通信の融合をはかり、先の「すべての人に新たなブロードバンドライフを」

という理念の更なる実現に向けて、全社一丸となって邁進しております。 

 

一方、対象者は、平成 12 年３月に会社を設立し、平成 17 年３月にはジャスダック証券取引所への上

場を果たし、DSL ホールセール事業者としては当社に次ぐ第２位の約 90 万人の加入者にサービスを提供

しております。平成 15 年度から平成 17 年度まで３期連続して増収増益を達成し、平成 18 年度以降は主

として個人向け ADSL の加入者の減少により前年度比減収が続いておりますが、その間、経営効率化とコ

スト削減を経営の最重要課題として掲げ、堅調な利益を計上しております。 

 

対象者は、当社と同じ個人向けのブロードバンド接続サービスに加え、企業に対するインターネット
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や企業ネットワークなどへのブロードバンドアクセスの提供とそのために必要なユーザーサポートを事

業領域としています。顧客のニーズに最適なアクセスサービスを提供するため、DSL/FTTH（光）どちら

でも柔軟に対応できる事業基盤を整備し、加えて今後の無線ブロードバンドアクセスの普及を見据えて

MVNO による無線ブロードバンド分野への事業領域の拡大を図っており、DSL/FTTH および無線ブロードバ

ンドサービスを重層的に提供するデュアル・ブロードバンド・アクセス・プロバイダーとして新たな成

長を目指しています。 

 

両社を取り巻く事業環境において FTTH の急速な台頭は事実であり、このところの市場統計数値に表れ

る DSL 加入者数が都市部を中心に鈍化・減少傾向にあることも否定できませんが、料金格差、導入の容

易性、サービス地域の広さ等々、いまだ DSL の優位点は多く、また、低速サービスである多くのダイア

ルアップ接続のユーザーは、より高速・定額の DSL サービスの潜在顧客として捉えることもできます。

このような環境の下、当社や対象者等の DSL ホールセール事業者は、一体となって、加入者の獲得や新

規分野への進出を図り、収益の増大を図るとともに、協調したコスト削減を推進するとともに、モバイ

ル等との新たなバンドルサービスの提供や新しいユーザー層の開拓をすすめることの重要性に疑いの余

地はありません。 

 

そのような状況下において、当社及び対象者は平成 20 年７月 31 日に、「出資及び資産譲渡契約書」、

「DSL 資産使用契約書」及び「業務委託契約書」を締結して、業務・資本提携に正式合意し、具体的な一

歩を踏み出しました。その合意に基づき、対象者は、平成 20 年８月 15 日、当社に対して第三者割当の

方法により普通株式 61,790 株を発行し、割当てを受けた当社は対象者の発行済株式総数の 45.10％を保

有するに至ったことから、平成 20 年９月１日より、対象者は当社の連結子会社となっております。さら

に、両社は、平成 20 年９月１日、当社から対象者への一定の事業資産を譲渡し、相互に関連する業務委

託を行うなど緊密な事業提携を開始いたしました。また、平成 20 年 10 月１日には、当社の指名した候

補者７名（坂田大、深田浩仁、小林英夫、エリック・ガン、田中敦史、飯田さやか及び石田雅之の各

氏）が対象者の臨時株主総会の決議により、対象者の取締役に選任され、うち１名（坂田大氏）は代表

取締役としてその任に当たっております。 

 

この業務・資本提携を正式合意した平成 20 年７月 31 日時点では、両社は、各々独立の上場企業体と

してそれぞれの強みを活かしつつ、技術・カスタマーサービス・物流等の原価部門における相互補完と

役割分担によりそれぞれ経営効率の向上を図ることを企図しておりました。しかしながら、平成 20 年７

月 31 日以降、具体的な事業提携の詳細設計が当初の想定以上のスピードで進み、約２ヶ月間という短期

間に数十回の実務的な検討会議が行われ両社従業員の相互理解と融和による協力体制が着々と構築され

る一方、対象外としていた営業・マーケティング部門や間接部門の統合のもたらす大きなシナジー効果

とその実現の必要性を再認識するに至りました。加えて、10 月にはサブプライム問題から生じた未曾有

の国際金融危機の増幅と株式市場の大混乱に直面し、このような未曾有の激震に対しては当初の枠組み

を超え取りうる全ての企業価値向上策を迅速に発動すべしとの判断により、対象者の発行済株式を追加

取得することによって、対象者と一つの事業グループとしてより一体的な経営の実現に向かうために本

公開買付けを行うとの決断に至りました。 

 

さらに、両社は、本公開買付け終了後、吸収合併により両社の完全なる一体化を目指した経営統合を

実現することを計画しております。 

 

このように、同じ DSL ホールセール事業者であり、設立から現在に至る経緯の類似性も高く、かつ事

業分野の相補性、補完性が極めて高い両社が、将来の経営統合を目指し、戦略的方向性を共有してより

緊密に事業運営を行うことは、営業力の強化、及び経営の効率化とコスト削減の推進による事業の収益

力の維持・向上を図る礎となります。さらに、市場の飛躍的な成長が見込まれる無線ブロードバンド市

場に関しては、両社が一体となって戦略的に攻略していくことが企業価値の最大化をもたらすものと考

えております。特に DSL 事業においては、当社グループは、NTT グループ、ソフトバンクグループとほぼ
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拮抗した規模となり、様々な規模の利益を追求することが可能となります。すなわち、本事業統合・再

編は、『DSL から FTTH まで』、『固定通信からモバイル通信まで』、『データ通信から音声まで』、『個人顧客

から法人顧客まで』を広くカバーする総合ブロードバンド通信事業グループを誕生させることを意味

し、企業価値の最大化はもとより、当社がその企業活動を通じ広く社会の発展に貢献する上で最善の選

択であるとの認識を持つに至り、この度の公開買付けを実施することといたしました。 

 

今後の両社の事業統合・再編によって考えられる具体的なシナジーとしては、以下のものが挙げられ

ます。 

 

・ 加入者規模約 300 万人、売上高規模 1,000 億円を擁する総合通信事業グループとなり、営業・

マーケティング分野でお互いの販売チャネルや営業人員等の経営資源を一体化することで、大きなス

ケールメリットを享受することが期待できます。 

・ 重複しているサービス提供エリアを整理し、各々がサービス提供のために設置している設備を共用す

ることにより設備使用効率をあげることで、未提供エリアに資源を振り向けることで、収益の拡大が

期待されます。また、両社が重複していないサービス提供エリアにおいては、相手の設備を使うこと

より、双方の未提携 ISP にサービスを提供することができることから、収益の拡大に繋げることが可

能となります。 

・ 重複する営業窓口を整理することで、マーケティング、申込プロセス、システム及びカスタマーサー

ビスを効率化し、コストを削減することが可能となります。 

・ 通信回線バックボーンの共通化を図ることにより中継回線費用の削減が可能となります。 

・ 共通・重複業務を整理することで、コロケーション費用並びに業務委託費用等の原価の削減、及び管

理部門並びにシステム部門等の間接部門のコスト削減が可能となります。 

・ 平成 20 年７月１日時点で計画していた原価部門での通信機器購入費用及び機器保守費用等の低減の

みならず、管理部門やシステム部門等の間接部門等を加えた経営全ての領域での費用低減活動の実施

が可能となります。 

・ 収益力の向上により財務基盤が強化され、信用力の向上と資金調達コストの低減が可能となります。 

・ 広範なコスト削減の結果、競争力のある新商品の開発・提供が可能となります。 

・ 両社の重複業務に従事する人材を、無線ブロードバンド事業等の新規事業分野で有効活用することが

可能です。 

・ 両社は、それぞれの抱える DSL 基盤と加入者を、それぞれの無線ブロードバンドサービス（MVNO およ

び携帯電話サービス等）と組み合わせることによりFMCの展開に活用できる可能性があります。 

 

本公開買付けにおいては、対象者の株主の皆様に公平な売却の機会を提供すべく、買付けを行う株券

の数に上限及び下限は設定しておりません。 

 

② 買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 

当社は、第三者算定機関である日興コーディアル証券株式会社から提出された株式価値算定書を参考

にし、最終的に対象者との協議を経て買付価格を 120,000 円に決定いたしました。なお、買付価格

120,000 円は、本公開買付けの開始を決議した日の前営業日（平成 20 年 10 月 28 日）のジャスダック証

券取引所における対象者株式の終値 74,400 円、対象者の平成 20 年 10 月 28 日までのジャスダック証券

取引所における対象者株式の過去１ヶ月終値平均株価 80,633 円（小数点以下四捨五入）、過去３ヶ月終

値平均株価 90,517 円（小数点以下四捨五入）、過去６ヶ月終値平均株価 109,755 円（小数点以下四捨五

入）に対してそれぞれ約 61.3％、約 48.8％、約 32.6％、約 9.3％（いずれも小数点第２位以下四捨五

入）のプレミアムを加えた額に相当します。 

上記当社における買付価格の算定に対して、対象者取締役会は、当社及び対象者から独立した第三者

算定機関かつ対象者のファイナンシャル・アドバイザーとしてラザード フレールを選任し、対象者の株

式価値の算定を依頼し、平成 20 年 10 月 29 日付で、ラザード フレールより、株式価値算定書を取得し

ました。ラザード フレールは、対象者より提供された財務情報及び財務予測その他の一定の前提及び条
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件の下で、対象者株式の株式価値を評価するにあたり、本件における評価手法を検討した結果、DCF 法に

よる評価を実施しました。また、ラザード フレールは、プレミアム分析も実施しました。 

また、対象者の代表取締役社長である須山勇氏は、平成 20 年 10 月 22 日、公開買付者及び本公開買付

けに特別の利害関係を有しない対象者の社外取締役である山岡法次氏及び山本宏義氏に対し、本公開買

付けの条件及び内容を検討し、対象者取締役会に意見を提出することを依頼しました。 

山岡法次氏及び山本宏義氏は、平成 20 年 10 月 22 日から同月 29 日までの間、本公開買付けに関する

決議に参加しない取締役（上記の平成 20 年 10 月 1 日に対象者の取締役に就任した７名）を除いた各取

締役から本公開買付け及び本合併の目的並びに当該各取締役それぞれの意見等について詳細な説明を聴

取し、また、ラザード フレールから本公開買付けの財務的見地からの検討結果の説明を聴取した上で、

本公開買付けについて、買付等の価格及びその他の条件、本公開買付け及び本合併の目的、並びに対象

者取締役会の意思決定プロセスの妥当性・適法性等について慎重に検討を行った結果、平成 20 年 10 月

29 日、対象者取締役会に対して、本公開買付けに賛同すると判断することは合理的である旨の意見を提

出しています。  

さらに、対象者取締役会は、本公開買付けに関して、ラザード フレールより財務的見地からの助言を

取得し、本公開買付けの手続きの適法性や対象者取締役会の現時点での経営判断の当否等に関して、対

象者の法務アドバイザーである森・濱田松本法律事務所より、法的な観点からの助言を得て、それらの

内容を参考にしております。なお、対象者は、ラザード フレールその他の評価機関からフェアネスオピ

ニオンの取得は行っておらず、ラザード フレールは本公開買付けに関する公開買付価格の公正性又は妥

当性について意見を表明するものではありません。 

対象者取締役会は、当社より本公開買付けの提案を受けてから複数回に亘り当社との間で協議・交渉

を行った上、平成 20 年 10 月 29 日開催の対象者取締役会において、本公開買付けの条件、対象者の経

営、事業、財政状況及び業績その他対象者が置かれている現在の状況、本公開買付け及び本合併による

企業価値向上の可能性その他諸般の事情並びに山岡法次氏及び山本宏義氏からの本公開買付けに賛同す

ると判断することは合理的である旨の意見等を勘案した上で、本公開買付けは、対象者の一般株主に対

して、合理的な価格により対象者の普通株式を売却する機会を提供するとともに、対象者の企業価値の

確保・向上に資するものと判断し、本公開買付けに賛同することを出席取締役全員の一致をもって決定

いたしました。 

なお、対象者の取締役のうち、深田浩仁氏、小林英夫氏、エリック・ガン氏及び飯田さやか氏は当社

の代表取締役、取締役又は執行役員を兼務しており、田中敦史氏及び石田雅之氏はイー・モバイルの執

行役員を兼務しておりますので、利益相反回避の観点から、これらの６名は上記の対象者取締役会の本

公開買付けに関する審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立場において当社との協議・交

渉に参加しておりません。さらに、対象者の代表取締役である坂田大氏は、現時点においては当社を退

社しておりますが、平成 20 年 10 月 1 日に当社の指名する者の１名として対象者の代表取締役に就任し

ていることから、対象者と利益が相反する可能性が否定できないことから、対象者取締役会の本公開買

付けに関する審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立場において当社との協議・交渉に参

加しておりません。 

さらに、当該取締役会に出席した社外監査役を含む対象者監査役は、対象者取締役会が本公開買付け

に賛同する旨の意見を表明することに異議がない旨の意見を述べております。なお、対象者監査役のう

ち、後藤征男氏は、当社の監査役を兼務しておりますので、利益相反回避の観点から、対象者取締役会

における本公開買付けに関する決議に関して意見を述べることを差し控えております。 

 

 

（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 

① 対象者は、平成 20 年８月 29 日付で「平成 20 年 12 月期 通期（単独）業績見通しに関するお知ら

せ」を公表しております。当該公表の概要は以下のとおりです。 
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前年同期の実績値との差異（単独）［平成20年１月１日～平成20年12月31日］ 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 19 年 12 月

期 

実績値（A） 

35,047 2,025 1,945 1,425

平成 20 年 12 月

期 

業績見通し（B） 

31,000 2,300 2,300 2,000

増減額（B-A） △4,047 +275 +355 +575

増減率 △11.5％ +13.6％ +18.3％ +40.4％

 

② 対象者は、平成 20 年 10 月 16 日開催の取締役会において、連結子会社であるzoome 株式会社の全株

式をアイティメディア株式会社へ譲渡することを決定し、同日、同社と基本合意を締結したことを

「子会社の異動（譲渡）に関する基本合意締結のお知らせ」にて公表しております。当該公表の概要

は以下のとおりです。 

① 譲渡する子会社の概要 

    商号      zoome株式会社 

    本店所在地   東京都千代田区有楽町一丁目12番１号 

    設立年月日   平成20年６月２日 

    主な事業の内容 インターネットメディア事業 

    資本金の額   1,000,000円 

② 日程 平成20年10月30日 株式譲渡契約書締結（予定） 

     平成20年10月31日 株式譲渡（予定） 
 

 

 

以 上 


