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株式会社ＮＴＴデータにおける 

株式会社エックスネットとの資本業務提携契約の締結及び 

同社株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

当社子会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データは、本日開催の取締役会において、株

式会社エックスネット（コード番号 4762）との間で資本業務提携契約を締結し、同社株券を公

開買付けにより取得することを決議いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。 
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平成21年１月13日  

各 位  

会 社 名 ：株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ

代表者名：代 表 取 締 役 社 長  山 下  徹

        （ｺｰﾄﾞ番号 9613 東証第一部）

問合せ先：Ｉ Ｒ 室 長  金 江  隆 司

   （TEL：03-5546-9962）

 

 

株式会社エックスネットとの資本業務提携契約の締結及び 

同社株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、本

日開催の取締役会において、株式会社エックスネット（コード番号4762、以下「対象者」といい

ます。）との間で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約

に基づく資本業務提携を「本資本業務提携」といいます。）を締結し、対象者株券を公開買付け

（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、下記のと

おり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、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第一部に上場

している対象者を、当社の連結子会社とすることを目的として、対象者の平成 20 年９月 30 日

現在における発行済株式総数 41,308 株の 51.00％に相当する対象者の普通株式（以下「対象者

株式」といいます。）21,067 株の取得を目指して本公開買付けを実施いたします。なお、本日

開催の対象者の取締役会において、本公開買付けに賛同を表明する旨の決議がなされておりま

す。 

 

当社は、『変革の先進企業』を目指して「量（売上）から質（仕事のやり方、価値創造ビジネ

ス）への転換」を図り、「お客様満足度 No.1 の追求」を実現するべく、中期経営の主な取組と

して、「営業の変革」、「開発プロセスの変革」、「グループ経営の効率的な推進」、「低採算ビジネ

スの見直し」、「成長エンジン」、「人財育成」を推進しております。 

一方、対象者は、主に機関投資家向けに「XNET サービス」として知られる①資産運用管理の

ミドル業務（ポートフォリオマネジメント）、②勘定仕訳、入出金管理、現物管理といったバッ
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クオフィス業務、③投資家と証券会社間の発注、出来データの交換や、機関投資家のトレーデ

ィング業務をサポートするフロント業務といったサービスを持つ、資金証券ソリューション分

野におけるサービスビジネスの主要プレイヤーであり、平成３年の設立以来順調な売上高拡大

を実現してきました。平成 20 年３月期における総資産は 50 億円、売上高 29.6 億円、当期純利

益 3.1 億円となっており、創業以来自己資本比率は 90%以上と無借金経営を方針として参りま

した。しかしながら、同社は、今後更なる飛躍のためには、提供ソリューション内容や新規顧

客基盤の拡大及びそれに伴う人材を確保していくことが経営の課題と認識しております。その

中で、対象者は、サービス型ビジネスを引き続き提供するとともに、協業により企業価値が最

大化されるような事業シナジーが見込まれる企業との事業提携を模索しておりました。 

 

当社は、当社と対象者それぞれが有する高価値のブランド、高い技術力、顧客からの信頼・

実績を相互に活用・融合して、当社と対象者の間に高いシナジー効果をもたらすことができる

と考えております。現時点で想定されるシナジー効果は、①当社と対象者が保有する資金証券

分野ソリューションを統合することにより、フロントからミドル、バック、資金証券系といっ

た商品ラインナップの充実、②基幹系・ネットワーク系システムに強固な顧客基盤のある当社

と、資金証券系・情報系システムの顧客に大きなシェアを持つ対象者の間での保有顧客層の相

互活用、③資金証券業務にノウハウを持つ対象者の人材と、システムインテグレーション・シ

ステム基盤構築に強みを持つ当社の人材の交流から生み出される、高付加価値な新規サービス

の創出、の三点です。当社と対象者は、以上のシナジー効果により双方の企業価値向上を実現

できるとの合意に達し、平成 21 年１月 13 日付で本資本業務提携契約を締結いたしました。 

本公開買付けが成立した場合には、当社及び対象者は、相互の事業上のシナジー最大化のた

め、以下の施策を中心とした本資本業務提携について共同に検討しその具体的内容につき協議

を進め、取り組み実現を目指して努力して参ります。 

① 当社、当社グループ及び親密ソリューションプロバイダーと対象者との業務連携の推進

を目的とした、当社内における対象者のソリューション営業組織の設置並びに業務連携

に関する担当者の配置 

② 対象者に対する当社のマネジメント人材、システムエンジニア等の人員の派遣を含む両

社社員の人材交流 

③ 当社による対象者のソリューション内容の紹介等の営業施策上の相互支援 

④ 技術提携、先進 IT 情報動向等についての情報交換 

⑤ 対象者の事業運営に関する事項の協議 

 

なお、本公開買付けが成立した場合には、当社は対象者への取締役の派遣等（平成 21 年６月

に開催予定の対象者の定時株主総会（以下「次期定時株主総会」といいます。）において取締役

及び監査役を派遣する予定です。）を通じて経営に参加し、上記施策の速やかな実行及びそれに

伴うシナジーの早期実現を図ることで、当社及び対象者双方の企業価値向上に邁進いたします。
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具体的には、当社は対象者との間で、対象者が、次期定時株主総会において、①取締役候補者

を９名としそのうち当社が別途指名する者５名を取締役候補者とする取締役選任議案及び②当

社が別途指名する者１名を監査役候補者とする監査役選任議案を上程することを合意していま

す。 

 

（２）本公開買付けにおける条件の概要 

本公開買付けは、上述のとおり、対象者の発行済株式総数の 51.00％を取得することを目的

とするものです。そのため、当社は、本公開買付けについては、買付予定の株券等の数に上限

及び下限（いずれも 21,067 株）を設定しております。 

 

当社は、当社のフィナンシャル・アドバイザーである大和証券エスエムビーシー株式会社（以

下「大和証券ＳＭＢＣ」といいます。）による対象者株式の株式価値の評価結果に加え、対象者

株式の市場株価の動向、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例における市場

株価に付与されたプレミアムの水準、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、対象者に対

する事業面、法務面、会計・税務面に関するデュー・ディリジェンスの結果、本公開買付けの

成否に関する見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者やその大株主である吉川征治氏及び渡

邊久和氏（それぞれの所有する対象者株式は各 7,453 株（対象者の発行済株式総数の 18.04％

であり、両氏の保有する対象者株式の合計では、36.09％））と協議・交渉した結果を踏まえ、

慎重に検討を進めた結果、本公開買付けにおける買付価格（以下「本公開買付価格」といいま

す。）を１株当たり 173,100 円とすることを決定いたしました。 

 

なお、本公開買付価格は、平成 21 年１月９日までの過去３ヶ月間の東京証券取引所市場第一

部における対象者株式の終値の単純平均値 86,220 円（小数点以下四捨五入）に対して約

100.77％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを、平成 21 年１月９日の東京証券取引所

市場第一部における対象者株式の終値 95,200 円に対して約 81.83％（小数点以下第三位四捨五

入）のプレミアムを、それぞれ加えた額に相当します。このように、本公開買付けは、対象者

株主に対して、近時の市場価格よりも有利な価格にてその保有する対象者普通株式を売却する

機会を提供するものです。 

 

（３）本公開買付けに関する合意等 

対象者の取締役会は、本公開買付けの買付価格その他の条件、当社と対象者との間に生じる

シナジー等を勘案し、本公開買付けが会社ひいては株主共同の利益向上に資すると判断し、平

成 21 年１月 13 日、本公開買付けに賛同する旨の決議をしております。 

また、本公開買付けについては、対象者の大株主である吉川征治氏、渡邊久和氏から、それ

ぞれの所有する対象者株式各 7,453 株（対象者の発行済株式総数の 18.04％であり、両氏の保

有する対象者株式の合計では、36.09％）の全てについて、原則として本公開買付けに応募する

旨、並びに本公開買付けによる場合及び本公開買付け成立後に市場においてその保有する対象
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者株式を売却する場合（東京証券取引所における ToSTNeT 取引を除く。）を除き対象者株式を処

分する場合には事前に当社の承諾を得る旨の同意を得ております（以下「本応募契約」といい

ます。）。 

 

（４）本公開買付けによる上場廃止の可能性の有無及びその事由 

本公開買付けは、買付予定の上限株式数を 21,067 株（対象者の発行済株式総数に対する比率

51.00％、議決権比率 51.00％）としており、対象者株式の上場廃止を企図するものではなく、

当社は、本公開買付けの成立後も引き続き対象者株式の上場を維持する方針です。 

 

２．買付け等の概要  

(１)対象者の概要  

① 商 号 株式会社エックスネット 

② 事 業 内 容 ＸＮＥＴサービス及び機器販売等 

③ 設 立 年 月 日 平成３年６月３日 

④ 本 店 所 在 地 東京都新宿区荒木町13番地４ 住友不動産四谷ビル４階 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  鈴木 邦生  

⑥ 
資 本 金 

(平成20年９月30日現在) 
783,200千円  

⑦ 

 

大株主および持株比率

(平成20年９月30日現在) 

吉川 征治 

渡邊 久和 

小林 親一 

ソラン株式会社 

石川 信次 

鈴木 邦生 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

茂谷 武彦 

坂本 洋介 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

18.04%

18.04%

9.11%

7.71%

2.21%

1.63%

1.43%

1.25%

1.11%

1.00%

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 
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 
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①届出当初の買付け等の期間 

 平成21年１月14日（水曜日）から平成21年３月２日（月曜日）まで（33営業日） 

②対象者の請求に基づく延長の可能性 

該当事項はありません。 

(３)買付け等の価格 １株につき、金173,100円 

(４)買付け等の価格の算定根拠等 

①算定の基礎 

当社は、本公開買付価格を決定するに当たり、フィナンシャル・アドバイザーであ

る大和証券ＳＭＢＣに対し、本公開買付価格の決定の参考資料として対象者の株式価

値の算定を依頼し、平成21年１月９日に大和証券ＳＭＢＣから株式価値算定書（以下

「株式価値算定書」といいます。）を受領いたしました。 

大和証券ＳＭＢＣは対象者株式の市場株価の動向、対象者の財務状況、及び当社が

検討を行った対象者との間で生み出されるシナジー効果の見通し等を勘案し、市場株

価法、類似会社比較法、及びディスカウンテッド・キャッシュフロー法（以下「ＤＣ

Ｆ法」といいます。）の各手法を用いて対象者の株式価値の算定を実施しており、そ

れぞれの手法において算定された対象者株式１株当たりの価値の範囲は以下の通り

です。 

・市場株価法 79,654円～92,320円 

市場株価法では、平成20年12月10日から平成21年１月９日までの１ヶ月間、

平成20年10月10日から平成21年１月９日までの３ヶ月間及び平成20年７月10

日から平成21年１月９日までの６ヶ月間の各期間における対象者の出来高加

重平均株価をもとに、対象者株式１株当たりの価値が算定されております。 

・類似会社比較法 134,200円～151,016円 

類似会社比較法では、対象者と事業の内容、マーケット、規模、特性、収益

性及び安全性等が類似する上場会社を複数社選定し、各社について算出され

た財務数値に対する事業資産価値の倍率を指標として株式価値を分析し、対

象者株式１株当たりの価値が算定されております。 

・ＤＣＦ法 201,731円～218,384円 

ＤＣＦ法では、対象者の事業計画に基づく将来キャッシュフローを、事業リ

スク及び財務リスクに応じる適当な割引率（期待収益率）にて現在価値へ割

り戻すことにより株式価値を分析し、対象者株式１株当たりの価値が算定さ

れております。 

 

当社は、以上の算定結果のうち、対象者の将来の収益力を反映したＤＣＦ法による
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算定結果を重視しつつ、対象者株式の市場株価の動向、過去の発行者以外の者による

株券等の公開買付けの事例における市場株価に付与されたプレミアムの水準に加え、

対象者による本公開買付けへの賛同の可否、対象者に対する事業面、法務面、会計・

税務面に関するデュー・ディリジェンスの結果、本公開買付けの成否に関する見通し

等を総合的に勘案し、かつ、対象者並びに大株主である吉川征治氏及び渡邊久和氏と

協議・交渉した結果を踏まえ、慎重に検討を進めた結果、本公開買付価格を１株当た

り173,100円とすることを決定いたしました。 

なお、本公開買付価格は、平成21年１月９日までの過去３ヶ月間の東京証券取引所

市場第一部における対象者株式の終値の単純平均値86,220円（小数点以下四捨五入）

に対して約100.77％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを、平成21年１月９

日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値95,200円に対して約

81.83％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを、それぞれ加えた額に相当し

ます。 

 

②算定の経緯 

当社と対象者は、平成20年７月頃より、業務提携の可能性について具体的な検討を

開始し、これまで協議･検討を進めて参りました。かかる協議・検討の結果、当社及

び対象者は、それぞれが有する高価値のブランド、高い技術力、顧客からの信頼・実

績を相互に活用・融合することで高いシナジー効果を生み出し、双方の企業価値向上

を実現できるとの合意に至りました。 

当社は、対象者との提携を検討するに当たり、平成20年８月上旬、大和証券ＳＭＢ

Ｃをフィナンシャル・アドバイザーに任命し、平成20年12月中旬、対象者の株式価値

の算定を依頼いたしました。当社は、上記の通り平成21年１月９日に大和証券ＳＭＢ

Ｃから株式価値算定書を受領しております。 

大和証券ＳＭＢＣは対象者株式の市場株価の動向、対象者の財務状況、及び当社が

検討を行った対象者との間で生み出されるシナジー効果の見通し等を勘案し、市場株

価法、類似会社比較法、及びＤＣＦ法の各手法を用いて対象者の株式価値の算定を実

施しており、それぞれの手法において算定された対象者株式１株当たりの価値の範囲

は以下の通りです。 

・市場株価法 79,654円～92,320円 

・類似会社比較法 134,200円～151,016円 

・ＤＣＦ法 201,731円～218,384円 

 

また、当社は、対象者に対して事業面、法務面、会計・税務面に関するデュー・デ

ィリジェンスを行いました。 
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以上の経緯を踏まえ、当社は、株式価値算定書の内容、対象者株式の市場株価の動

向、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例における市場株価に付与

されたプレミアムの水準に加え、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、対象者

に対する事業面、法務面、会計・税務面に関するデュー・ディリジェンスの結果、本

公開買付けの成否に関する見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者並びに大株主で

ある吉川征治氏及び渡邊久和氏と協議・交渉した結果を踏まえ、平成21年１月13日の

取締役会において、本公開買付価格を１株当たり173,100円とする本公開買付けの実

施を決議し、同時に対象者との間で本資本業務提携契約を締結いたしました。 

なお、対象者は、対象者のフィナンシャル・アドバイザーである株式会社レコフよ

り、対象者の株式価値に関する算定書を取得し、慎重に検討を重ねた上で、平成21年

１月13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しております。 

また、平成21年１月13日に、対象者の大株主である吉川征治氏及び渡邊久和氏から、

それぞれ所有する対象者株式各7,453株（対象者の発行済株式総数の18.04％であり、

両氏の保有する対象者株式の合計では、36.09％）の全てについて、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算定機関との関係 

 大和証券ＳＭＢＣは、当社の関連当事者には該当しません。 

 

(５)買付予定の株券等の数 

株券等の種類 ①買付予定数 ②買付予定数の下限 ③買付予定数の上限

株 券 21,067株 21,067株 21,067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 21,067株 21,067株 21,067株

（注１） 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「買付予定数の下限」（21,067株）に満たない場合には、応募株券等の全部の

買付け等を行いません。 

（注２） 応募株券等の総数が「買付予定数の上限」（21,067株）を超える場合には、その超え

る部分の買付け等を行わないものとし、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13第５項及び発行者以外の

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32条に規定するあん分比例の

方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 

 

(６)買付け等による株券等所有割合の異動 



 

8 

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 

－個 （買付け等前における株券等所有割合 －） 

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 

－個 （買付け等前における株券等所有割合 －） 

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 

21,067個 （買付け等後における株券等所有割合

51.00％） 

対象者の総株主等の議決権の数 41,308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買付予定数（21,067

株）に係る議決権の数を記載しております。 

（注２） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の第18期第２四半期報告書（提出日：

平成20年11月14日）に記載された平成20年９月30日現在の総株主の議決権の数です。 

（注３） 「買付け等前における株券等所有割合」および「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。 

 

(７)買付代金  3,647百万円（予定） 

 

(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・銀行等の名称および本店の所在地 

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21年３月９日（月曜日） 

③決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、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した方（以下「応募株主等」といい

ます。）の住所又は所在地（外国人株主等の場合はその常任代理人の住所）宛に郵送し

ます。 

買付け等は、現金にて行います。買付け等を行っ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、公開買付代理人若しくは復代理人の応募

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「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株券等の買付け等を行わない

こととなった場合には、返還することが必要な株券等は、公開買付期間末日の翌々営業

日（公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日）以降遅滞なく、応募が行わ

れた時の公開買付代理人又は復代理人に開設した応募株主口座の状態にすることにより

返還します。 
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(９)その他買付け等の条件および方法 

①法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無および内容 

応募株券等の総数が買付予定数の下限（21,067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いません。応募株券等の総数が買付予定数の上限（21,067株）を
超える場合には、その超える部分の買付け等を行わないものとし、法第 27条の 13第５
項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡
しその他の決済を行います。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１株未満の端数を四捨五入して計算した各

応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限に満たないときは、買付予定数の

上限以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた端数の多い応募株主等から順次、各

応募株主等につき１株の応募株券等の買付けを行います。但し、切捨てられた端数の等

しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買付予定数の上限を超え

ることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中か

ら抽せんにより買付けを行う株主を決定します。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１株未満の端数を四捨五入して計算した買

付株数の合計が買付予定数の上限を超えるときは、買付予定数の上限を下回らない数に

なるまで、四捨五入の結果切上げられた端数の多い応募株主等から順次、各応募株主等

につき買付株数を１株減少させるものとします。但し、切上げられた端数の等しい複数

の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数の上限を下回

ることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中か

ら抽せんにより買付株数を減少させる株主を決定します。 

②公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容およ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２号、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、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。 

③買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容およ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、公開買付期間の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
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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、変更後の

買付条件等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）の各本店又は

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、当社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当社の負担としま

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 

当社は、法第 27 条の６第１項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、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を行い、その後直ちに公告を行います。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 

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 

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および府令第

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、米国内においてもしくは米国に向けて行われた

ものではなく、又、米国の郵便その他の州際通商も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
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われるものでもありません。上記方法・手段により、も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。 

又、本公開買付届出書又は関連する買付書類は米国においても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ることがあります。 

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、もしくは

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

付けもしくは応募申込書の署名ないし交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便そ

の他の州際通商も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。）又は米国内の証券

取引所施設を利用していないこと、および、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。）。 

(10) 公開買付開始公告日 

平成21年１月14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 

 大和証券株式会社（復代理人） 

 

３．公開買付け後の方針等および今後の見通し 

(１)本公開買付け後の方針 

本公開買付け後の方針については、「１. 買付け等の目的」をご参照下さい。 

(２) 今後の業績への影響の見通し 

本公開買付けによる当社の連結業績および単体業績への影響については、精査しており、

今後、業績予想修正の必要および公表すべき事実が生じた場合には、取引所の適時開示規

則に基づき、速やかに発表いたします。 

 

４．その他 

(１)公開買付者と対象者またはその役員との間の合意の有無および内容 

当社及び対象者は、それぞれが有する高価値のブランド、高い技術力、顧客からの信頼・

実績を相互に活用・融合することで高いシナジー効果を生み出し、双方の企業価値向上を
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実現できるとの合意に達し、平成21年１月13日に下記の通り本資本業務提携契約を締結い

たしました。 

本資本業務提携契約の概要は以下のとおりです。 

① 当社は、対象者が本公開買付けに賛同する旨の取締役会決議を行いこれが公表さ

れかつ維持されていること等を条件として、本公開買付けを開始すること。 

② 相互の事業上のシナジー効果の最大化のため、（i）当社、当社グループ及び親密

ソリューションプロバイダーと対象者との業務連携の推進を目的とした、当社内

における対象者のソリューション営業組織の設置並びに業務連携に関する担当者

の配置、（ii）対象者に対する当社のマネジメント人材、システムエンジニア等

の人員の派遣を含む当社及び対象者の社員の人材交流、（iii）当社による対象者

のソリューション内容の紹介等の営業施策上の相互支援、（iv）技術提携、先進

IT情報動向等についての情報交換、及び（v）対象者の事業運営に関する事項の協

議の施策を中心とした本資本業務提携を推進し、本資本業務提携の具体的内容に

ついては別途協議する。 

③ 対象者に関する金融商品取引法166条１項に定める重要事実であり、同条４項に定

める公表がなされていない重要事実がある場合には、本公開買付け開始前までに

同条４項に定める公表を行うこと。 

④ 対象者は、本公開買付けの成立後、対象者の次期定時株主総会において、（ⅰ）

取締役候補者を９名とし、そのうち当社が別途指名する者５名を取締役候補者と

する取締役選任議案及び（ⅱ）当社が別途指名する者１名を監査役候補者とする

監査役選任議案を上程し、当社が指名する取締役候補者及び監査役候補者が取締

役及び監査役に選任され、かつ、当社が指名した監査役候補者が常勤の監査役に

選定されるよう合理的な範囲内で努力するものとする。 

⑤ 対象者は、対象者の次期定時株主総会終了時までの間、対象者の業務について通

常の業務遂行の方法に従い、善良なる管理者の注意義務をもってこれを遂行する

ものとし、日常業務の遂行の範囲を超える行為を行う場合には、当社と事前に真

摯に協議するものとする。 

⑥ 当社及び対象者によるそれぞれについての一般的な内容の表明及び保証 

 

また、対象者の取締役会は、本公開買付価格及びその他の条件、並びに当社と対象者と

の間に生じるシナジー等を勘案し、本公開買付けが会社ひいては株主共同の利益向上に資

すると判断し、平成21年１月13日、本公開買付けに賛同する旨の決議をしております。 

 

(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 

本公開買付けについては、対象者の大株主である吉川征治氏、渡邊久和氏から、その所

有する対象者株式各7,453株（対象者の発行済株式総数の18.04％）の全てについて、原則

として本公開買付けに応募する旨、並びに本公開買付けによる場合及び本公開買付け成立

後に市場においてその保有する対象者株式を売却する場合（東京証券取引所における

ToSTNeT取引を除く。）を除き対象者株式を処分する場合には事前に当社の承諾を得る旨
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の同意（本応募契約）を得ております。但し、本応募契約に基づく吉川征治氏及び渡邊久

和氏が本公開買付けに応募する義務には、本公開買付けに賛同する旨の対象者の取締役会

決議が維持されていること等の前提条件が付されており、また、対象者が本資本業務提携

契約に定める義務に違反している場合等には、当社は、吉川征治氏及び渡邊久和氏に対し

て本公開買付けに応募せず、また、既に本公開買付けに応募している場合には応募の撤回

をすることを請求できるものとされています。 

 

以 上 
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＜ご注意事項＞ 

* このプレスリリースは、当社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、当社が対象者株式を取得した場合における、当社の考え方に基づく、

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。 

* 本書面に含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第 167 条第３項及び同施行令第 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、本書面の発表（平成 21 年１月 13 日東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービスにおいて

掲載された時刻）から 12時間を経過するまでは、対象者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、十分にご注意ください。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、当社は一切責任を負いかねますので、予めご

了承ください。 

 


