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平成 20 年 12 月 24 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 Ｍ Ａ Ｇ ね っ と 

代表者名 代表取締役社長  大島 嘉仁  

（JASDAQ コード ８０７３） 

問合せ先 経理部長     吉田 智大 

（TEL 03－5643－0620 ） 

 

自己株式の公開買付けに関するお知らせ 

 

 当社は、平成 20 年 12 月 24 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定に

より読み替えて適用される同法第 156条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の具

体的な取得方法として自己株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行う

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 

 当社の平成 21 年３月期第２四半期累計期間は前年実績と比較し、不動産関連ビジネス

が不動産市況の悪化等により予想を上回る売上低下を招きました。当社は、経費削減等

により利益率を確保するべく注力したものの、利益面においても前年実績を大幅に下回

る結果となりました。今後、事業転換スピードをさらに上げ、第２四半期累計期間の減

益回復に傾注して参ります。 

 以上のように時期成長のための厳しい事業環境が続く中、今後の業績回復に注力しな

がら、一方ではこの間において、当社の親会社である株式会社ＳＦＣＧからの独立性を

高めるとともに、当社の株主利益及び一株当たりの株主価値の向上を実現できるような

方策を検討してきました。このたび、その一手段として株式会社ＳＦＣＧからの自己株

式の取得を行うことを決定しました。当社は、自己株式の取得の方法として、株主総会

の特別決議を経て株式会社ＳＦＣＧからの相対取引による当社株式の取得も視野に入れ

て検討していましたが、上場会社として広く一般株主の方にも売却の機会を与えるため

に、会社法第 165 条３項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条第１項及び当

社定款の規定に基づき、平成 20 年 12 月 24 日開催の当社取締役会において、自己株式の

取得を公開買付けにより行うことを決議いたしました。 

 
２．自己株式の取得に関する取締役会決議内容 

（１）決議内容 

種類 総数 取得価額の総額 

普通株式 14,912,020 株 1,535,938,060 円 

 （注１）発行済株式総数に対する割合は、45.00%であります。(小数点以下第３位を四捨

五入） 
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（注２）取得する期間 平成 20 年 12 月 25 日（木曜日）から平成 21 年２月 27 日（金曜

日）まで 

（２）当該決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等 

   該当事項はありません。 

 

３．公開買付けの概要 

（１）買付け等の期間 

  ①買付け等の期間 

   平成 20 年 12月 25 日（木曜日）から平成 21年２月 27 日（金曜日）まで（40営業日） 

   

②公開買付開始公告日 平成 20 年 12月 25 日（木曜日） 

※電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 

（電子公告アドレス http://info.edinet-fsa.go.jp/） 

 

（２）公開買付け等の価格 １株につき 金 103 円 

 

（３）買付け等の価格の算定根拠等 

  ①算定の基礎 

 本公開買付けの買付価格は、直近の当社株式のＪＡＳＤＡＱ市場での終値を参考にし

たものではなく、次の理由により決定されています。 

当社は、平成 20年 10 月 14 日、株式会社東京ＳＦキャピタルを借主、第三者を貸主と

して締結された他社株式転換特約付金銭消費貸借契約（以下「旧消費貸借契約」といい

ます。）に基づく債権(元本 41 億円)を譲り受け、株式会社東京ＳＦキャピタルとの間で

同債権の一部(元本 14 億円)につき準消費貸借契約（以下「本消費貸借契約」といいます。）

を締結しました。本消費貸借契約の概要は次のとおりです。 

 

   貸付金額 ： 金 1,410,000,000 円 

   弁済期  ： 平成 30年 10 月 13 日 

   利率   ： 年 3.6％ 

 

 債権者である当社は、本消費貸借契約に基づき、意思表示をすることにより、貸金債

権に対する弁済金受領に代えて、当社株式 13,682,483 株を当社へ移転することができま

す（以下「本転換条項」という。）。本転換条項の概要は次のとおりです。 

 

   転換価格 ： 金 1,410,000,000 円（１株 103 円） 

   転換期間 ： 平成 20年 10 月 14 日乃至平成 30 年 10月 13 日 

 

 なお、この 13,682,483 株は株式会社ＳＦＣＧが保有する当社株式の全株式数です。株

式会社東京ＳＦキャピタルは当社株式を保有していないものの、株式会社ＳＦＣＧと株

式会社東京ＳＦキャピタルとの間における平成20年10月14日付売買予約契約に基づき、

平成 20 年 10 月 14 日から平成 30 年 10月 13 日までの間に、株式会社ＳＦＣＧに対して

当社株式13,682,483株を金1,410,000,000円で買い付けることのできる権利を有してお

ります（以下「本売買予約契約」といいます。）。なお、株式会社東京ＳＦキャピタル

は株式会社ＳＦＣＧが全株を保有する完全子会社です。 
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 当社の株主利益及び一株当たりの株主価値のより一層の向上を図る目的からは、当社

は可能な限り低廉な価格で取得することが合理的な経営判断であります。当社は本消費

貸借契約の本転換条項の発動により、当社株式を１株 103 円で取得することができる以

上、103 円を超える本公開買付けの価格を設定することは、当社の経営判断としての合

理性が乏しいと思われます。実際に、当社は、株式会社東京ＳＦキャピタル及び株式会

社ＳＦＣＧとの間において本転換条項の削除及び本売買予約契約の解除を条件に、平成

20 年 12 月 25 日付の応募契約において、株式会社ＳＦＣＧから本公開買付けに応募する

旨の確約を得る予定であります。 

 当該状況を勘案し、当社は本公開買付けの価格を 103 円として設定しました。 

 
②算定の経緯 
 本転換条項は旧消費貸借契約に存在した他社株転換条項をそのまま引き継いだもので

す。本転換条項の内容は、転換価格を含めて、当社と株式会社ＳＦＣＧ又は株式会社東

京ＳＦキャピタルとの間で決定されたものではありません。 

 平成 20 年 10 月初旬、株式会社東京ＳＦキャピタルとの間で旧消費貸借契約を締結し

ていた貸主たる第三者から、当社に対し旧消費貸借契約に基づく債権の買取りの打診が

ありました。当社は、当社の一株当たりの株主価値の向上を実現できるような方策を検

討していたため、転換価格が当社株式のＪＡＳＤＡＱ市場での終値とほぼ同値であれば

債権の買取りも前向きに検討する旨を当該貸主である第三者に伝えましたところ、平成

20 年 10 月 10 日、転換価格 103 円の他社株転換条項を付した場合における債権の買取り

を打診されました。 

 当該転換価格は平成 20 年 10 月 6 日から平成 20年 10 月 10日までの期間における、当

社株式のＪＡＳＤＡＱ市場での終値の平均値である 114.8 円を参考とし、その 10％ディ

スカウントとして 103 円が採用されたものと聞いています。当該打診を当社経営陣で検

討したところ、平成 20 年 10 月 10日の当社普通株式のＪＡＳＤＡＱ市場終値は 100 円で

あったものの、一週間の市場終値の平均値という合理的基準を用いて決定されているこ

と、実際に大量の株式を市場で売却する場合には市場終値より一定程度ディスカウント

されるべきであり、それが考慮されていること等を考慮すれば、当社株式１株 103 円の

転換価格は合理的であるとの判断に至りました。そこで、平成 20 年 10 月 14日、当社株

式１株 103円での転換価格が付された旧消費貸借契約に基づく債権の取得を取締役会決

議で決定しました。 

当社は、平成 20 年 12月 24 日開催の当社取締役会において、当社自己株式の取得の目

的及び取得方法、また買付価格等について審議を行った結果、株式会社東京ＳＦキャピ

タルとの本消費貸借契約に基づき取得可能である価格を勘案し、本公開買付けの価格を

103円として設定しました。 
 当該公開買付け価格につきましては、直近の当社のジャスダック市場での終値を参考

にしておりませんが、本消費貸借契約に基づき、当社株式を 103 円で取得できることを

勘案すると、103 円を公開買付け価格として自己株式の公開買付けを行うことは、当社

の経営判断として合理的であると考えております。 

 

（４）買付予定の株券の数 

株式の種類 買付予定数 超過予定数 計 

普通株式 14,912,020 株 ― 株 14,912,020 株 
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（注１）本公開買付けに係る株式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。）が本公開買付けに応じて売付け等をし

た株式（以下「応募株式」といいます。）の数の合計が買付予定数 (14,912,020 株)

に満たないときは、応募株式の全部の買付けを行います。応募株式の数の合計が買

付予定数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないもの

とし、金融商品取引法（以下「法」といいます。）第 27 条の 22 の２第２項において

準用する法第 27 条の 13第５項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に

関する内閣府令第 21条に規定するあん分比例の方式により、株式の買付け等に係る

受渡しその他の決済を行います。 

（注２）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。 

 

（５）買付け等に要する資金  

買付代金（円）(a) 1,535,938,060 

買付手数料（円） (b) 12,000,000 

その他（円） (c) 2,400,000 

合計（円） (a)＋(b)＋(c) 1,550,338,060 

（注１）上記の買付代金は 1 株当たりの買付価格 103 円に買付予定数 14,912,020 株を乗じ

た金額です。 

（注２）「買付手数料(b)」欄は、公開買付代理人に支払う手数料の見積り額を記載していま

す。 

（注３）「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する新聞公告及び公開買付説明書その他必

要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積り額を記載しています。 

（注４）その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額

は未定です。 

（注５）上記金額には、消費税及び地方消費税等は含まれておりません。 

 

（６）決済の方法及び開始日 

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 

 三田証券株式会社   東京都中央区日本橋茅場町一丁目６－１７ 

②決済の開始日 

 平成 21 年３月６日（金曜日） 

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。買付けられた株式に係る売却代金は、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（外国人株主等の場合はその常任代理人）

の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の本店又は支店にてお支払します。 

 

（７）その他 

 当社は、現在、当社の親会社である株式会社ＳＦＣＧより、株式会社ＳＦＣＧが保有

する全株式である 13,682,483 株を本公開買付けに応募する旨の意向を受けております。

したがって、この応募があった場合は本公開買付けの結果、株式会社ＳＦＣＧは当社の
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親会社ではなくなります。当社は、本公開買付け後、更なるグループ会社間での再編を

行うことも含めて、当社の株主利益及び一株当たりの株主価値のより一層の向上を目的

とした施策を検討しています。詳細が決まり次第、金融商品取引所の規則に従って開示

致します。 

 

 

（ご参考）平成 20年 11 月 30日時点の自己株式の保有状況 

     発行済株式総数（自己株式を除く）  33,137,741 株 

     自己株式数                  81 株 

 

以 上 


