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公開買付期間の延長及び公開買付開始公告の記載内容の変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 20 年 10 月 28 日付「モジュレ株式会社株券等に対する公開買付けの開始に関するお知

らせ」において公表し、平成 20 年 10 月 29 日より開始いたしました当社によるモジュレ株式会社（以

下「対象者」といいます。）の普通株式及び新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」と

いいます。）に関して、平成 20 年 10 月 29 日付で関東財務局へ提出した公開買付届出書（平成 20 年 11

月 27 日付で関東財務局へ提出した公開買付届出書の訂正届出書により追加・訂正された事項を含みま

す。以下同じ。）の記載事項の一部に訂正すべき事項があったため、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、以下「法」といいます。）第 27 条の８第１項及び第２項の規定により、

公開買付届出書の訂正届出書（以下「本訂正届出書」といいます。）を平成 20 年 11 月 28 日付で関東

財務局に提出いたしました。これに伴い、法第 27 条の８第８項の規定に従い、本公開買付けに係る買

付け等の期間（以下「公開買付期間」といます。）を延長いたしますので、下記のとおりお知らせいた

します。 

また、本訂正届出書の提出に伴い、平成 20 年 10 月 29 日付の公開買付開始公告（以下「公開買付開

始公告」といいます。）に記載した内容（平成 20 年 11 月 27 日付「公開買付期間の延長及び公開買付

開始公告の記載内容の変更に関するお知らせ」にて公表した変更内容を含みます。以下同じ。）の変更

に関して、下記のとおり併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．公開買付期間の延長 

 

当社は、平成 20年 10月 29日付で関東財務局へ提出した公開買付届出書の記載事項の一部に訂正すべ

き事項があったため、法第 27条の８第１項及び第２項の規定により、本訂正届出書を平成 20年 11月 28日付

で関東財務局に提出いたしました。これに伴い、法第 27条の８第８項の規定に従い、公開買付期間を平成 20

年 12 月 12 日まで延長いたします。 

 

２．公開買付開始公告の記載内容の変更 

 

公開買付開始公告に記載した内容の変更は、以下のとおりです。なお、変更箇所には下線を付して

あります。 



 

 
１．公開買付けの目的 

（１）本公開買付けを実施する背景、本公開買付けの目的・概要 

（変更前）  

  ＜省略＞ 
以上の理由により、当社は、対象者発行済普通株式の全て（本公開買付けにおける買付け等の期間末日ま

でに本新株予約権の行使により発行等した又は発行等される可能性のある対象者普通株式を含みます。）及び

対象者の全ての本新株予約権を取得する目的で、本公開買付けを実施することを決定いたしました。当社は、

本公開買付けにより対象者の株式の全部を取得できない場合には、後記（４）記載の方法により、対象者の

株主に対して株式に代わる対価の交付を受ける機会を提供しつつ、対象者を完全子会社化することを計画し

ております。

  ＜省略＞ 
しかしながら、当社としては、対象者との経営統合に向けた協議が事前の予想よりも時間がかかっている

との認識はなく、誠に遺憾であります。また、対象者による本公開買付けへの賛同の意見表明の撤回は、本

合意書に反するものと考えており、松村明氏に対しては応募契約及び本合意書に基づく義務の履行を引き続

き求める予定です。よって、松村明氏によりこのまま本公開買付けへの応募がなされない場合は、当社が本

公開買付けにより取得することができる対象者の株券等の数が、「株式に換算した買付予定の下限」に満たな

いため、本公開買付けが不成立となる見通しとなります（なお、本訂正届出書の提出に伴い、法第27条の８

第２項の規定により、本公開買付けに係る買付け等の期間を延長することになりますが、買付け等の期間を

延長したとしても、上記の状況に変更がない限り、本公開買付けは不成立となる見通しです。）。 

 

（変更後）  

  ＜省略＞ 
以上の理由により、当社は、対象者発行済普通株式の全て（本公開買付けにおける買付け等の期間末日ま

でに本新株予約権の行使により発行等した又は発行等される可能性のある対象者普通株式を含みます。）及び

対象者の全ての本新株予約権を取得する目的で、本公開買付けを実施することを決定いたしました。 

  ＜省略＞ 
しかしながら、当社としては、対象者との経営統合に向けた協議が事前の予想よりも時間がかかっている

との認識はなく、誠に遺憾であります。また、対象者による本公開買付けへの賛同の意見表明の撤回は、本

合意書に反するものと考えており、松村明氏に対しては応募契約及び本合意書に基づく義務の履行を引き続

き求める予定です。よって、松村明氏によりこのまま本公開買付けへの応募がなされない場合は、当社が本

公開買付けにより取得することができる対象者の株券等の数が、「株式に換算した買付予定の下限」に満たな

いため、本公開買付けが不成立となる見通しとなります（なお、本訂正届出書の提出に伴い、法第27条の８

第８項の規定により、本公開買付けに係る買付け等の期間を延長することになりますが、買付け等の期間を

延長したとしても、上記の状況に変更がない限り、本公開買付けは不成立となる見通しです。）。 

 
（２）支配権取得後の経営方針等 
（変更前） 

当社は、本公開買付け後及び対象者の完全子会社化後、①対象者の有する事業ノウハウを活用し、当社グ

ループのワンストップサービスのさらなる品質向上を図ること、②当社グループの既存の業務の全国拠点（エ

リアセンター）を利用して、対象者のアウトソースサービス（ＢｔｏＢサービス）を展開するなど、両社の

事業基盤を相互に補完・有効活用した事業展開を図ること、③例えば、対象者が提供するサービスに付帯し

て購入が必要となるＰＣや周辺機器等を、当社グループのクライアント（営業・販売支援先）であるＩＴ機

器メーカーから販売させるといった形での連携を行うことにより、業容拡大や既存クライアントとの関係強

化を図ること、④これまで対象者が周辺サポート業務として提供してきたヘルプセンター業務と当社グルー

プのコールセンター機能との融合や、対象者のリペア＆セットアップセンター（機器・部品の修理、廃棄サ

ービス）と当社グループの導入・設置・交換支援サービスとの連携等を実施することにより、業務の効率化、

コスト軽減等を実現すること、⑤その他管理部門を中心とするダブルコストの削減や見直しを行うこと等の



 

諸施策を検討・実行し、当社及び対象者の経営基盤を強化し、企業価値の向上を図ることを計画しております

。 

なお、対象者の代表取締役である松村明氏については、本公開買付け及び対象者の完全子会社化後におい

ても、引き続き対象者の代表取締役に留まり、対象者の経営にあたることとなる予定です。 

 
（変更後） 

当社は、本公開買付け後及び対象者の完全子会社化後、①対象者の有する事業ノウハウを活用し、当社グ

ループのワンストップサービスのさらなる品質向上を図ること、②当社グループの既存の業務の全国拠点（エ

リアセンター）を利用して、対象者のアウトソースサービス（ＢｔｏＢサービス）を展開するなど、両社の

事業基盤を相互に補完・有効活用した事業展開を図ること、③例えば、対象者が提供するサービスに付帯し

て購入が必要となるＰＣや周辺機器等を、当社グループのクライアント（営業・販売支援先）であるＩＴ機

器メーカーから販売させるといった形での連携を行うことにより、業容拡大や既存クライアントとの関係強

化を図ること、④これまで対象者が周辺サポート業務として提供してきたヘルプセンター業務と当社グルー

プのコールセンター機能との融合や、対象者のリペア＆セットアップセンター（機器・部品の修理、廃棄サ

ービス）と当社グループの導入・設置・交換支援サービスとの連携等を実施することにより、業務の効率化、

コスト軽減等を実現すること、⑤その他管理部門を中心とするダブルコストの削減や見直しを行うこと等の

諸施策を検討・実行し、当社及び対象者の経営基盤を強化し、企業価値の向上を図ることを計画しておりま

したが、上記（１）に記載のとおり、本公開買付けは不成立となる見通しとなりました。 

 

（３）本公開買付けに関する合意等 

（変更前） 

＜省略＞ 

しかしながら、当社としては、対象者との経営統合に向けた協議が事前の予想よりも時間がかかっている

との認識はなく、誠に遺憾であります。また、対象者による本公開買付けへの賛同の意見表明の撤回は、本

合意書に反するものと考えており、松村明氏に対しては応募契約及び本合意書に基づく義務の履行を引き続

き求める予定です。よって、松村明氏によりこのまま本公開買付けへの応募がなされない場合は、当社が本

公開買付けにより取得することができる対象者の株券等の数が、「株式に換算した買付予定の下限」に満たな

いため、本公開買付けが不成立となる見通しとなります（なお、本訂正届出書の提出に伴い、法第27条の８

第２項の規定により、本公開買付けに係る買付け等の期間を延長することになりますが、買付け等の期間を

延長したとしても、上記の状況に変更がない限り、本公開買付けは不成立となる見通しです。）。 

 

（変更後） 

＜省略＞ 

しかしながら、当社としては、対象者との経営統合に向けた協議が事前の予想よりも時間がかかっている

との認識はなく、誠に遺憾であります。また、対象者による本公開買付けへの賛同の意見表明の撤回は、本

合意書に反するものと考えており、松村明氏に対しては応募契約及び本合意書に基づく義務の履行を引き続

き求める予定です。よって、松村明氏によりこのまま本公開買付けへの応募がなされない場合は、当社が本

公開買付けにより取得することができる対象者の株券等の数が、「株式に換算した買付予定の下限」に満たな

いため、本公開買付けが不成立となる見通しとなります（なお、本訂正届出書の提出に伴い、法第27条の８

第８項の規定により、本公開買付けに係る買付け等の期間を延長することになりますが、買付け等の期間を

延長したとしても、上記の状況に変更がない限り、本公開買付けは不成立となる見通しです。）。 

 

（４）本公開買付け後の予定（いわゆる二段階買収に関する事項） 

（変更前） 

上記（１）に記載のとおり、当社は、対象者を完全子会社化する方針であり、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。当社は、本公開買付けにおいて買付

予定の株券等の数に上限を設けておりませんので、法の規定に従い、応募株券等の数が買付予定の株券等の

数の下限数（9,179株）以上となる限りは、応募株券等の全部の買付けを行います。当社は、本公開買付けに

より対象者の発行済株式の全てを取得できなかった場合には、①当社株式を対価とする株式交換（以下「株



 

式交換①」といいます。）、②金銭を対価とする株式交換（以下「株式交換②」といいます。）又は③全部取得

条項付種類株式を用いる方法による完全子会社化（以下「全部取得条項付種類株式による完全子会社化」と

いいます。）のいずれかの方法により、対象者の株主に対して株式に代わる対価の交付を受ける機会を提供し

つつ、対象者を完全子会社化すること（以下「本完全子会社化」といいます。）を予定しております。 

株式交換①は、当社を完全親会社、対象者を完全子会社とする株式交換を行い、その際、対象者の株主（当

社を除きます。）に対して、その有する対象者株式に代わり、対価として当社の株式を交付するという方法で

す。なお、株式交換①は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じ。）第796条第

３項に定める簡易株式交換に該当する可能性があり、その場合、当社の株主総会による承認決議を経ずに行

うことになります。また、株式交換①は、会社法第784条第１項に定める略式株式交換に該当する可能性があ

り、その場合、対象者の株主総会による承認決議を経ずに行うことになります。株式交換①が行われる場合、

その交換比率は、当社と対象者それぞれの株主の利益に十分配慮して、最終的には本公開買付け終了後に当

社と対象者が協議の上で決定することになりますが、現時点では、当該交換比率を決定するに際しての対象

者株式の評価は、本公開買付けにおける普通株式の買付価格を基準とする予定です。ただし、当社及び対象

者の今後の事業を取り巻く環境の変化、株式市場及び両社の業績の変動等の影響その他の事情により、対象

者の株主が受領する対価の経済的価値は本公開買付けにおける普通株式の買付価格とは異なる可能性があり

ます。また、株式交換①により完全子会社となる対象者の株主は、会社法第785条の定めに従って、対象者に

対して株式買取請求を行うことができますが、この場合の１株当たりの買取価格も、最終的には裁判所が判

断することになるため、本公開買付けにおける普通株式の買付価格又は株式交換①において対象者の株主が

受領する対価の経済的価値と異なる可能性があります。 

株式交換②は、当社を完全親会社、対象者を完全子会社とする株式交換を行い、その際、対象者の株主（当

社を除きます。）に対して、その有する対象者株式に代わり、対価として金銭を交付するという方法です。な

お、株式交換②は、会社法第796条第３項に定める簡易株式交換に該当する可能性があり、その場合、当社の

株主総会による承認決議を経ずに行うことになります。また、株式交換②は、会社法第784条第１項に定める

略式株式交換に該当する可能性があり、その場合、対象者の株主総会による承認決議を経ずに行うことにな

ります。株式交換②が行われる場合、対価として交付される金銭の額については、当社と対象者それぞれの

株主の利益に十分配慮して、最終的には本公開買付け終了後に当社と対象者が協議の上で決定することにな

りますが、現時点では、本公開買付けにおける普通株式の買付価格を基準として算出する予定です。ただし、

対象者の今後の事業を取り巻く環境の変化、株式市場及び業績の変動等の影響その他の事情により、対象者

の株主が対価として受領する金銭の額は、本公開買付けにおける普通株式の買付価格とは異なる可能性があ

ります。また、株式交換②により完全子会社となる対象者の株主は、会社法第785条の定めに従って、対象者

に対して株式買取請求を行うことができますが、この場合の１株当たりの買取価格も、最終的には裁判所が

判断することになるため、本公開買付けにおける普通株式の買付価格又は株式交換②において対象者の株主

が対価として受領する金銭の額と異なる可能性があります。 

全部取得条項付種類株式による完全子会社化は、対象者の株主総会において、（ⅰ）対象者を会社法の規定

する種類株式発行会社とするため、対象者が普通株式とは別の種類の株式を発行することができる旨の定款

の一部変更を行うこと、（ⅱ）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。以下同じ。）を付す旨の定款の一部変更を行うこと、及び（ⅲ）

対象者が当該全部取得条項の付された普通株式の全部を取得し、取得と引換えに別の種類の対象者株式を交

付することをそれぞれ決議するとともに、対象者の普通株主による種類株主総会において、上記（ⅱ）の定

款一部変更を承認する旨の決議をすることを通じて、当社が対象者を完全子会社化する方法です。全部取得

条項付種類株式による完全子会社化を行う場合、当社は、対象者に対し、上記の株主総会及び種類株主総会

の開催を要請し、当該株主総会及び種類株主総会において、上記各議案に賛成する予定です。上記の株主総

会及び種類株主総会の決議に係る各手続が実行された場合には、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、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対象者の

別の種類の対象者株式が交付されることになりますが、交付されるべき当該対象者株式の数が１株に満たな

い端数となる株主に対しては、会社法第234条の定めに従い、当該端数の合計数（その合計数に１株に満たな

い端数がある場合には当該端数は切り捨てられます。）に相当する当該対象者株式を売却すること等によって

得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数に相当する当該対象者株式の売却価格

（及びその結果当該株主に交付される金銭の額）については、現時点では、本公開買付けにおける普通株式



 

の買付価格を基準として算定する予定ですが、対象者の今後の事業を取り巻く環境の変化及び業績の変動等

の影響その他の事情により、その金額は、本公開買付けにおける普通株式の買付価格とは異なる可能性があ

ります。また、全部取得条項が付された普通株式の取得の対価として交付する対象者株式の種類及び数は、

公告日現在未定ですが、対象者が当社の完全子会社となるよう、本公開買付けに応募しなかった対象者の株

主に対し交付しなければならない対象者株式の数が１株に満たない端数となるよう決定する予定です。全部

取得条項付種類株式による完全子会社化の手続に関しては、少数株主の権利保護を目的とした会社法の規定

があり、（a）上記（ⅱ）の普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、会社法第116条の

定めに従って、株主はその有する株式の買取請求を行うことができ、また、（b）上記（ⅲ）の全部取得条項

が付された普通株式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会社法第172条の定めに従って、株

主は当該株式の取得の価格の決定の申立てを行うことができます。これらの（a）又は（b）の方法による１

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

における普通株式の買付価格と異なる可能性があります。これらの方法による請求又は申立てを行うにあた

っては、その必要手続等に関しては、対象者の株主の皆様各自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。 

また、本新株予約権に関しては、本公開買付けの結果、対象者の本新株予約権の全てを取得できなかった

場合、対象者において本新株予約権を取得して消却することその他の方法により消滅させることを予定して

おりますが、現時点でその方法は決定しておりません。 

なお、本公開買付けは、本完全子会社化の手続において開催される対象者の株主総会及び種類株主総会に

おける対象者株主の賛同を勧誘するものでは一切ありません。また、本公開買付け及び本完全子会社化の各

手続に係る税務上の取り扱いについては、各自の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。 

当社は、平成21年１月頃までを目処に、上記３つの方法による完全子会社化のいずれを選択するか決定し、

平成21年５月頃までを目処に、本完全子会社化を実施する予定ですが、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及び新株予約権者による対象者株式及び本新株予約権の保有状況、当社及び対

象者の業績等の変動や株式市場の状況等によって、決定時期又は本完全子会社化の実施の有無、実施時期、

実施方法若しくは実施条件に変更が生じる可能性があります。本完全子会社化の方法及びその内容について

は、対象者と協議の上、決定次第、速やかに公表いたします。 

 

（変更後） 

当社は、当初、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、本公開買付けにより対象者の発行済株式の全てを取得できなかった場合には、①当社株式を対価とする

株式交換、②金銭を対価とする株式交換又は③全部取得条項付種類株式を用いる方法による完全子会社化の

いずれかの方法により、対象者の株主に対して株式に代わる対価の交付を受ける機会を提供しつつ、対象者

を完全子会社化することを予定しておりましたが、上記（１）に記載のとおり、本公開買付けは不成立とな

る見通しとなりました。 

 

（５）上場廃止の見込み等 

（変更前） 

① 上場廃止となる見込みがある旨及びその事由 

対象者の普通株式は、公告日現在、株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」

（以下「ヘラクレス」といいます。）に上場しておりますが、本公開買付けにおいて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、ヘラクレスの上場廃止基準（以下「上場廃止

基準」といいます。）に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの終

了時点で上場廃止基準に該当しない場合でも、本公開買付けの終了後に、上記（４）に記載される本完全子

会社化により対象者が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、上場廃止基準に該当し対象

者の普通株式は上場廃止となる見込みです。上場廃止となった場合、対象者の普通株式はヘラクレスにおい

て取引することができなくなり、当該株式を将来売却することが困難になると予想されます。 

② 上場廃止を目的とする理由及び代替措置の検討状況 



 

当社は、上記（１）に記載のとおり、当社が対象者を完全子会社化するという方法で当社と公開買付者の

経営統合を実施し、当社と対象者の経営資源を連携させることにより、両社の事業のシナジーが最大限発揮

され、企業価値を向上させることができると判断したことから、対象者を完全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を決定いたしました。なお、本公開買付けは、上記のとおり、当社が対象

者を完全子会社化するための方法として行われるものであり、対象者の上場廃止自体を直接の目的とするも

のではありません。 

当社は、対象者の株主の利益を保護するため、上記（４）記載の方法により、対象者の株主に対して上場

廃止となる対象者普通株式に代わる対価の交付を受ける機会を提供しつつ、対象者を完全子会社化すること

を企図しております。 

 

（変更後） 

対象者の普通株式は、公告日現在、株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」

（以下「ヘラクレス」といいます。）に上場しておりますが、上記（１）に記載のとおり、本公開買付けは不

成立となる見通しとなりましたので、対象者の普通株式の上場は維持される見通しです。 

 
２．公開買付けの内容 

（３）買付け等の期間 

（変更前） 

  ① 届出当初の期間 

    平成 20 年 10 月 29 日（水曜日）から平成 20 年 12 月 11 日（木曜日）まで（30 営業日） 

  ② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 

法第 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 11 日（木曜日）までとなります。 

  ③ 期間延長の確認連絡先 

スリープログループ株式会社 

東京都新宿区西新宿七丁目 21 番３号 

03(6832)3260 

執行役員 社長室長 佐々木 隆宏 

確認受付時間 平日午前 10 時から午後５時まで 

 

（変更後） 

  ① 届出当初の期間 

    平成 20 年 10 月 29 日（水曜日）から平成 20 年 12 月 12 日（金曜日）まで（31 営業日） 

  ② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 

該当事項はありません。 

  ③ 期間延長の確認連絡先 

該当事項はありません。 

 

（11）決済の開始日 

（変更前） 

 平成 20 年 12 月 19 日（金曜日） 

  （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は、決済の開始日は平成 20 年 12 月 19 日（金曜日）となりま

す。 

 

（変更後） 

 平成 20 年 12 月 22 日（月曜日） 

 



 

３．対象者又はその役員との本公開買付けに関する合意の有無 

（変更前） 

＜省略＞ 

しかしながら、当社としては、対象者との経営統合に向けた協議が事前の予想よりも時間がかかっていると

の認識はなく、誠に遺憾であります。また、対象者による本公開買付けへの賛同の意見表明の撤回は、本合意

書に反するものと考えており、松村明氏に対しては応募契約及び本合意書に基づく義務の履行を引き続き求め

る予定です。よって、松村明氏によりこのまま本公開買付けへの応募がなされない場合は、当社が本公開買付

により取得することができる対象者の株券等の数が、買付予定数の下限に満たないため、本公開買付けが不成

立となる見通しとなります（なお、本訂正届出書の提出に伴い、法第 27 条の８第２項の規定により、本公開買

付けに係る買付け等の期間を延長することになりますが、買付け等の期間を延長したとしても、上記の状況に

変更がない限り、本公開買付けは不成立となる見通しです。）。 

 

（変更後） 

＜省略＞ 

しかしながら、当社としては、対象者との経営統合に向けた協議が事前の予想よりも時間がかかっていると

の認識はなく、誠に遺憾であります。また、対象者による本公開買付けへの賛同の意見表明の撤回は、本合意

書に反するものと考えており、松村明氏に対しては応募契約及び本合意書に基づく義務の履行を引き続き求め

る予定です。よって、松村明氏によりこのまま本公開買付けへの応募がなされない場合は、当社が本公開買付

により取得することができる対象者の株券等の数が、買付予定数の下限に満たないため、本公開買付けが不成

立となる見通しとなります（なお、本訂正届出書の提出に伴い、法第 27 条の８第８項の規定により、本公開買

付けに係る買付け等の期間を延長することになりますが、買付け等の期間を延長したとしても、上記の状況に

変更がない限り、本公開買付けは不成立となる見通しです。）。 
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