
 

- 1 - 

 
平成22年５月14日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社  ゲ オ  

本社住所 愛知県春日井市宮町一丁目１番地１ 

代表者名 代表取締役社長  森原 哲也 

     （コード番 号：2681 東証・名証 第一部） 

問合せ先 取締役副社長   久保田 貴之 
（TEL 0568-33-4388） 

 

 

株式会社ウェアハウス株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 
 
株式会社ゲオ（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、株式会社ウェ

アハウス（東証１部上場 コード番号：4724、以下「対象者」といいます。）の株式を公開買付け（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 

現在、当社は、対象者の普通株式を800,000株（平成22年３月31日現在の対象者の発行済株式総数に対す

る所有株式の割合（以下「株式所有割合」といいます。）にして7.45%）保有しておりますが、この度、平成22

年５月14日開催の当社取締役会において、対象者との更なる連携のため対象者を連結子会社とすることを目的

として、対象者の発行済普通株式（但し、当社が既に保有する対象者の普通株式を除きます。以下「対象者株

式」といいます。）を対象として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。 

対象者の普通株式は、東京証券取引所市場第一部に上場しておりますが、当社が本公開買付けにおいて買付

けを行う株式数は対象者株式5,660,200株（対象者が平成22年５月14日に提出した第32期第１四半期報告書

に記載された平成22年３月31日現在の対象者の発行済株式総数10,728,000株に、同報告書記載の対象者の未

行使の新株予約権のうち本日現在で権利行使期間が満了していない新株予約権390個の行使により発行又は移

転される可能性のある対象者の株式の最大数（39,000株）を加算した株式数10,767,000株の60.00％から当社

が保有する株式数を引いたもの。以下「買付予定数」といいます。）を上限としておりますので、本公開買付け

が成立した後も、引き続き対象者株式の上場は維持される見込みです。 

   また、対象者公表の平成22年５月14日付「株式会社ゲオ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」によると、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、安定した株主

関係の構築のメリット、当社と対象者との間に生じるシナジー等を総合的に考慮し、本公開買付けは対象者の

企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資すると判断し、平成22年５月14日、本公開買付けに賛同する旨

の決議を行い、あわせて、本公開買付け後も対象者の普通株式の上場が維持されることが予定されていること

から、対象者株主が本公開買付けに応募するか否かについては中立の立場をとり、対象者株主の判断に委ねる

旨の決議を行っています。 

 

(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景及び理由 

当社グループは、ポケットマネーで楽しめるさまざまなアミューズメントを、リーズナブルな価格でお客様

に提供することを企業活動の基本方針としております。 

当社グループはこの方針のもとに、マルチパッケージ（ＤＶＤ・ＣＤ・ゲームソフト・書籍などの商品群）

を、マルチサプライ（レンタル・リサイクル販売・新品販売）にて提供するメディアショップ「ゲオショップ」

の展開を主軸とし、それに加えて衣料・服飾雑貨等を中心としたリサイクルショップの運営、ゲームセンター

等の娯楽施設の運営など、さまざまなアミューズメントを提供するサービスを全国に拡げております。 

一方、対象者におきましては、「ウェアハウスに行けば、何か楽しいことに出会える」をコンセプトに、ＤＶ

Ｄ・ＣＤ等のレンタル、ゲーム、ビリヤード、カラオケなどの余暇（レジャー）関連サービスの提供を行って



 

- 2 - 

おります。 

当社と対象者は、平成16年11月25日に包括的な業務・資本提携を行っており、当社グループより商品等の

販売を行っております。 

昨今の世界同時不況に端を発するわが国経済の悪化は、政府による景気対策により一定の効果は見られるも

のの、依然として雇用環境の悪化及び個人所得の減少による個人消費の低迷が続いており、今後、両社を取り

巻く経営環境が一層厳しくなることが想定されます。 

その中で、両社は、既存戦略の加速に留まらない成長性のさらなる強化に向けた果敢かつ抜本的なアクショ

ンが今こそ必要との課題認識を共有しております。かかる共通の環境認識に基づき、当社及び対象者は、現在

の厳しい経営環境を乗り越え、両社の潜在的な収益成長力を最大限に実現し、ともに企業価値の最大化を目指

していくため、平成22年５月14日開催の当社取締役会において本公開買付けを開始することを決議いたしま

した。 

 

(3)本公開買付け後の経営方針 

当社及び対象者は、両社協業の効果として、幅広い事業領域における強固な協業関係を構築することにより、

以下の主要なシナジー効果を想定しております。 

 

① メディア事業 

    メディア事業においては、対象者が当社のもつ経営基盤を活用することにより、商品購買コストの

削減、運営効率の改善を図るとともに、当社のもつ中古売買のノウハウを導入することで、今後の売上

拡大を図ることが出来ると考えています。また同時に当社の知名度の低い関東圏での地位を確立するこ

とで出店戦略を軌道に乗せ、更なる市場シェアの獲得が図れると考えています。 

② アミューズメント事業 

    対象者は、関東地区においてアミューズメント施設を12店舗（平成22年３月31日現在）運営して

おります。また、当社も北海道地区を中心に、26店舗（平成22年３月31日現在）を運営しております。

両社のもつノウハウを共有することで、運営経費の見直しを行い、経営体質の改善を図ることができる

と考えています。 

③ 経営体質の強化 

    本公開買付け実施後に対象者が当社グループの一員となることで、対象者においては商品購買等の

全社調達コストの削減や流通関連コストの削減を見込んでいます。また、当社のもつコスト削減ノウハ

ウを対象者に導入することで、さらなる経営体質強化を実現します。 

 

また、上記の施策を円滑かつ迅速に実現するべく、当社は、現時点において、本公開買付け後、当社と対象

者の間で取締役派遣を含む人的関係の構築を進めることも視野にいれております。 

なお、現時点において、本公開買付け後に対象者の株式を追加取得する予定はありませんが、本公開買付け

における応募が買付予定数まで達しない場合には、買付予定数と応募株式数との不足分を市場における通常取

引で追加取得する可能性があります。 

  

(4)本公開買付けによる上場廃止の可能性の有無 

本公開買付けは、応募株券等の買付予定数の上限を5,660,200株（対象者の平成22年３月31日現在の発行

済株式総数に対する比率52.76％。当社が当該上限数を取得した後における当社の株式所有割合60.22%。）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

式の東京証券取引所市場第一部への上場を維持する方針です。 

 

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

対象者は、平成22年５月14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行い、あわせ

て、本公開買付け後も対象者の普通株式の上場が維持されることが予定されていることから、対象者株主が本

公開買付けに応募するか否かについては中立の立場をとり、対象者株主の判断に委ねる旨の決議を行っていま

す。 

また、公開買付者は、対象者の第１位の株主である馬場富雄氏（所有株式数：2,818,400株、株式所有割合：

26.27％）、第2位の株主である有限会社ラッドガー（所有株式数：1,670,000株、株式所有割合：15.56％）及

び第９位の株主であり公開買付者の代表取締役でもある森原哲也氏（所有株式数：77,700株、株式所有割合：
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0.72％）との間で、当該３名が保有する対象者普通株式の全部につき本公開買付けに応募する旨の公開買付応

募契約を平成22年５月14日付で締結しております。なお、当該公開買付応募契約においては、馬場富雄氏、

有限会社ラッドガー及び森原哲也氏による応募を一定の条件成就に係らしめる規定はなく、また、当該応募の

撤回を制限する旨の規定もありません。 

 

２．買付け等の概要 

  (1) 対象者の概要 

① 商  号 株式会社ウェアハウス 

② 事業内容 ＤＶＤ・ＣＤレンタル事業・総合アミューズメント事業 

③ 設立年月日 昭和54年６月５日 

④ 本店所在地 東京都足立区保木間一丁目１番19号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 武藤 淳一 

⑥ 資 本 金 1,276百万円（平成21年12月31日現在） 

⑦ 大株主及び持株比率 

（平成21年12月31日現在） 

馬場 富雄 

有限会社ラッドガー 

株式会社ゲオ 

日本マスタートラスト信託銀行 

株式会社（信託口） 

日本トラスティ・サービス信託 

銀行株式会社（信託口） 

ステート ストリート バンク 

アンド トラスト カンパニー 

５０５０１９（常任代理人 香港 

上海銀行東京支店） 

ウェアハウス従業員持株会 

株式会社アイ信 

森原 哲也 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

26.27％ 

15.56％ 

7.45％ 

2.31％ 

 

2.24％ 

 

1.51％ 

 

 

 

1.21％ 

1.05％ 

0.72％ 

0.65％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本関係 当社は対象者の発行済株式総数の7.45％（800,000株）

を所有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 当社子会社である株式会社ゲオサプライは対象者に対

し、メディア商品の販売をしています。 

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。 

(注)  対象者の平成22年３月29日提出の第31期有価証券報告書および開示された情報に基づいて作成して

おります。なお、同報告書の【大株主の状況】には、以下の記載があります。 

 

対象者は自己株式804,914株を保有しておりますが、上記「大株主の状況」から除いております。 

 

(2) 買付け等の期間 

①届出当初の買付け等の期間 

平成22年５月17日（月曜日）から平成22年６月28日（月曜日）まで（31営業日） 

 

   ②対象者の請求に基づく延長の可能性 

該当事項はありません。 

 

(3) 買付け等の価格 

普通株式 １株につき、金410円 

 

(4) 買付け等の価格の算定根拠等 
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① 算定の基礎 

公開買付者は、本公開買付価格の決定にあたり、公開買付者、対象者及び対象者株主から独立した第三

者算定機関である東海東京証券株式会社が平成22年５月13日に提出した「算定書」を参考に検討いたし

ました。  

東海東京証券株式会社は、対象者の株式価値を算定するにあたり、採用すべき算定手法を検討の上、対

象者が継続企業であるとの前提の下、多角的に評価することが適切であると考えた結果、市場株価法及び

ＤＣＦ法による評価を実施しました。その結果は以下のとおりです。 

             市場株価法 ：323円から372円 

             ＤＣＦ法    :492円から521円 

・市場株価法では、平成22年５月10日を基準日として、東京証券取引所における対象者の普通株式の直

近１ヶ月、３ヶ月及び６ヶ月の終値単純平均及び出来高加重平均（VWAP）（直近１ヶ月の終値単純平均

は348円、出来高加重平均は349円。直近３ヶ月の終値単純平均は337円、出来高加重平均は336円。

直近６ヶ月の終値単純平均は372円、出来高加重平均は372円。）で評価し、普通株式１株当たりの価

値の範囲を323円から372円までと算定しております。 

・ＤＣＦ法では、対象者の事業計画、対象者へのマネジメント・インタビュー、直近までの業績の動向、

一般に公開された情報等を考慮した平成22年12月期以降の対象者の将来の収益予想に基づき、対象

者が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて

企業価値や株式価値を分析し、普通株式１株当たりの価値の範囲を492円から521円までと算定して

おります。 

 

当社は、東海東京証券株式会社から取得した算定書記載の各手法の算定結果を参考にし、対象者の取締

役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者の普通株式の市場株価の動向等を総合的に勘案し検討い

たしました。加えて、対象者との協議・交渉の結果等も踏まえ、最終的に平成22年５月14日の取締役会

決議によって、本公開買付価格を１株当たり金410円と決定いたしました。 

 

なお、本公開買付価格である１株当たり金410円は、平成22年５月10日の東京証券取引所における対

象者の普通株式の終値325円に対して26.15％（小数点以下第三位四捨五入）、過去１ヶ月間（平成22年

４月12日から平成22年５月10日まで）の終値の単純平均値348円（小数点以下四捨五入）に対して17.82％

（小数点以下第三位四捨五入）、過去３ヶ月間（平成22年２月12日から平成22年５月10日まで）の終値

の単純平均値337円（小数点以下四捨五入）に対して21.66％（小数点以下第三位四捨五入）、過去６ヶ月

間（平成21年11月11日から平成22年５月10日まで）の終値の単純平均値372円（小数点以下四捨五入）

に対して 10.22％（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金額となります。また、

当社による本公開買付けの公表日の前営業日である平成22年５月13日の東京証券取引所における対象者

の普通株式の終値331円に対しては、23.87％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを加えた金額と

なります。 

 

② 算定の経緯 

(ⅰ)第三者算定機関からの株式価値評価書の取得について 

公開買付者は、東海東京証券株式会社から平成22年５月13日付で、「算定書」を受領しました。 

(ⅱ)算定書の概要について 

東海東京証券株式会社は、採用すべき算定手法を検討の上、市場株価法、ＤＣＦ法による評価を実施

しました。その結果は下記の通りです。 

市場株価法：323円から372円 

ＤＣＦ法 ：492円から521円 

 

(ⅲ)本公開買付価格の決定に至る経緯について 

公開買付者は、平成22年３月頃より本公開買付けについて検討を進め、対象者と協議・交渉を開始

いたしました。その結果、公開買付者と対象者は、両社のもつ潜在成長力を実現するためにメディア事

業における運営ノウハウの提供、アミューズメント事業における運営ノウハウの共有、経営体質の強化

に向けた協力のサポート等を行うことに同意しました。そして公開買付者は、東海東京証券株式会社か

ら受領した算定書の算定結果、対象者に対する法務・会計・税務に係るデュー・ディリジェンスの結果、
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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いて公開買付価格決定の際に付与された

プレミアムの実例、対象者による本公開買付けへの賛同の可否に加え、対象者との協議・交渉の結果等

を総合的に勘案し、最終的に平成22年５月14日に、本公開買付価格を１株当たり410円とすることを、

公開買付者の取締役会において決定いたしました。 

なお、本公開買付価格である１株当たり金410円は、平成22年５月10日の東京証券取引所における

対象者の普通株式の終値 325 円に対して 26.15％（小数点以下第三位四捨五入）、過去１ヶ月間（平成

22年４月12日から平成22年５月10日まで）の終値の単純平均値348円（小数点以下四捨五入）に対

して17.82％（小数点以下第三位四捨五入）、過去３ヶ月間（平成22年２月12日から平成22年５月10

日まで）の終値の単純平均値337円（小数点以下四捨五入）に対して21.66％（小数点以下第三位四捨

五入）、過去６ヶ月間（平成21年 11 月 11 日から平成22年５月10 日まで）の終値の単純平均値372

円（小数点以下四捨五入）に対して10.22％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加

えた価格となり、対象者による本公開買付けへの賛同の可否という観点からも合理的と考えています。 

 

③ 算定機関との関係 

      東海東京証券株式会社は、当社及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な

利害関係を有しません。 

 

(5) 買付予定の株券等の数 
株券等種類 株式換算した 

買付予定数 

株式換算した 

買付予定数の上限 

株式換算した 

買付予定数の下限 

株 券 5,660,200株 5,660,200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 5,660,200株 5,660,200株 －株 

 
（注１） 応募株券等の総数が買付予定数の上限（5,660,200 株）以下の場合には、応募株券等の全部の買付

を行います。応募株券等の総数が買付予定数の上限（5,660,200 株）を超える場合は、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（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。 

（注２） 本公開買付けにおいては、単元未満株式も買付け等の対象としております。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取ることがあります。この場合、対象者は法令及び対象者の株式取扱規則
に定める価格にて当該株式を買取ります。 

（注３） 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。 
（注４） 本公開買付期間末日までに対象者の新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により

発行又は移転される対象者の株式についても本公開買付けの対象とします。 

 

(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 
8,000個

（買付け等前における株券等所有割合

8.03％）

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 
777個

（買付け等前における株券等所有割合

0.78％）

買付予定の株券等に係る議決権の数 56,602個
（買付け等後における株券等所有割合

64.85％）

対象者の総株主等の議決権の数 99,219個  

（注１） 「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、買付予定数に係る議決権の数を記載しています。 
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（注２） 「買付予定の株券等に係る議決権の数」には、各特別関係者の所有する株券等に係る議決権の数が
含まれております。 

（注３） 特別関係者の所有株券等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、「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」は分子
に加算しておりません。 

（注４） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成22年５月14日に提出した第32期第１四半期
報告書に記載された平成21年12月31日現在の総株主等の議決権の数です。ただし、本公開買付け
においては単元未満株式及び新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者株式
についても買付け等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、同報告書記載の単元未満株式の数（1,200 株）の
うち、対象者の保有する自己株式（14株）を控除した1,186株に係る議決権の数（11個）及び同報
告書記載の対象者の未行使の新株予約権のうち本日現在で権利行使期間が満了していない新株予約
権 390 個の行使により発行又は移転される可能性のある対象者株式の議決権の最大数（390 個）を
加えた99,620個を「対象者の総株主の議決権の数」として計算しております。 

（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  2,320,682,000円 

（注）「買付代金」には買付予定数（5,660,200株）に1株当たりの買付価格（410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 

東海東京証券株式会社     愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 

 

   ②決済の開始日 

平成22年７月２日（金曜日） 

 

   ③決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主の場合は

その常任代理人）の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行ないます。買い付けられた株券等に

係る売却代金を応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以降遅滞

なく、応募受付けをした公開買付代理人から応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定し

た銀行口座へ送金します。 

 

④ 株券等の返還方法 

後記「（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」又は「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の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還するこ

とが必要な株券等を決済の開始日（本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日）以後速やか

に応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します。本項に基づく応募株券等の返還に要する費用

は、公開買付者の負担とします。 

 

 

(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 

応募株券等の数の合計が買付予定数の上限（5,660,200 株）以下の場合は、応募株券等の全部の買付け

等を行います。 

応募株券等の数の合計が買付予定数の上限（5,660,200 株）を超える場合には、その超える部分の全部

又は一部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
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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（各応募株券等の数に１単元（100

株）未満の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とし

ます。）。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株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

結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき１単元（追加して１単元の買付け

を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数）の応募株券等の買付けを行います。た

だし、切捨てられた株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等を決定します。 

 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株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

げられた株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単元（あん分比例の方法によ

り計算される買付株数に１単元未満の株数の部分がある場合には当該１単元未満の株数）減少させるもの

とします。ただし、切上げられた株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等を決定します。 

 

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号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ、第４号、並びに同条第２項第３号ない

し第６号に定める事項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。 

公開買付者は、本公開買付けによる対象者株式の取得につき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。）第10条第２

項の定めにより、公正取引委員会に事前届出を提出する必要があり、当該届出が受理された日から30日を

経過するまで（以下かかる期間を「待機期間」といいます。）は本公開買付けによって対象者株式を取得す

ることはできません。なお、公開買付者は、平成22年４月23日付でかかる事前届出を公正取引委員会に提

出し、同日付けで受理されています。したがって待機期間は平成22年５月23日に終了する予定です。本公

開買付けによる対象者株式の取得については、公正取引委員会の事前相談制度は利用しておりません。なお、

公開買付期間（延長した場合を含みます。）満了の前日までに、公正取引委員会に対する事前届出に対し、

公正取引委員会から、対象者の株式の全部又は一部の処分や事業の一部の譲渡を命じる内容の排除措置命令

の事前通知を受けた場合、独占禁止法に基づく排除措置命令の事前通知を受ける可能性のある期間が終了し

ない場合、又は、同法第10条第１項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命

令の申立てを受けた場合には、令第14条第１項第４号の「許可等」を得られなかったものとして本公開買

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、対象者が公開買付期間中に令第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項に定める基準により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、公開買付期間の末日の 16 時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店

又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、解除書面（公開買付けに係る契約の解除を行
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う旨の書面）を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は

到達した時に効力を生じます。したがって、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の 16 時まで

に公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。 

なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払

いを応募株主等に請求しません。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。 

解除書面を受領する権限を有する者 
東海東京証券株式会社    愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 

(その他東海東京証券株式会社全国各支店（ただし、伏見営業所、メグリア三好店内営
業所、メグリア本店内営業所、イオンモール東浦内営業所及びイオンモール岡崎内営
業所についてはお取扱いできません。）) 

 

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、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、米国内において若しく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、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。）を利用して行われるものでもなく、更に

米国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、係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できません。 

本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、

以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。 

応募株主等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。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)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。買付け若しくは公

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(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これ

らに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。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はないこと(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22年５月17日（月曜日） 
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 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/） 

 

(11)公開買付代理人 

東海東京証券株式会社     愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７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については、前記「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 

 本公開買付け後におきましては、対象者は当社の連結子会社となる予定であり、対象者が公表しており

ます平成22年12月期の業績予想を踏まえまして、平成23年３月期の当社連結業績に与える影響は、当社が

本日公表いたしました通期業績見通しに対して、売上高7,700 百万円、営業利益180百万円、経常利益150

百万円がそれぞれ増加する見込みと考えております。 

当期純利益につきましては、本公開買付けの結果によって少数株主利益が変動することから、現時点での

予測は困難でありますが、その影響は軽微の見込みであります。 

本公開買付け後の当社連結業績の見込みにつきましては、公開買付けの結果を受けまして、公開買付け終

了後においてあらためて公表する予定であります。 

 

 

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 

対象者は、平成22年５月14日開催の取締役会において、本公開買付けの買付価格その他の条件、安定し

た株主関係の構築のメリット、当社と対象者との間に生じるシナジー等を総合的に考慮し、本公開買付けは

対象者の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資すると判断し、本公開買付けに賛同する旨の決議を行

い、あわせて、本公開買付け後も対象者の普通株式の上場が維持されることが予定されていることから、対

象者株主が本公開買付けに応募するか否かについては中立の立場をとり、対象者株主の判断に委ねる旨の決

議を行っています。 

 

(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対象者の直近の業績状況 

対象者は、平成22年４月28日に、東京証券取引所において平成22年12月期第１四半期決算短信（非連

結）を公表しております。当該公表に基づく、同期の対象者の損益状況等は以下の通りです。 

詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。 

 

（ⅰ）損益の状況（非連結）                 （百万円） 
 平成22年12月期第１四半期 

売上高 2,413

営業利益 25

経常利益 15

四半期純利益 △80

 
（ⅱ）１株当りの状況（非連結） 

 平成22年12月期第１四半期 
１株当たり四半期純利益 △8円16銭

１株当たり純資産 1,105円88銭

 
②当社の連結業績の状況 

当社は、平成22年５月14日に、東京証券取引所および名古屋証券取引所において平成22年３月期の通期
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連結業績を公表しております。当該公表に基づく当社の平成22年３月期の業績は以下の通りです。 

 

（ⅰ）損益の状況（連結）                  （百万円） 
 平成22年３月期 

売上高 242,619

営業利益         13,332

経常利益 13,891

当期純利益 6,771

 

（ⅱ）１株当りの状況（連結） 

 平成22年３月期 

１株当たり当期純利益 12,658円66銭

１株当たり純資産 71,512円78銭

 
③当社が本日付けで提出した新株予約権証券の募集及びグループ組織再編に係るプレスリリースについて 

当社は平成22年５月14日に新株予約権証券の募集に係るプレスリリースを公表しており、今後、新株予

約権証券の発行を予定しております（発行予定の新株予約権証券の概要については上記プレスリリース及び

同日付けで提出される有価証券届出書をご覧下さい。）。なお、本公開買付けにおける買付け等に要する資金

の決済原資は当社が既に保有している預金であり、上記新株予約権証券の発行は本公開買付けにおける決済

原資のための資金調達として行うものではなく、本公開買付けとの関連性はありません。 

また、当社は平成22 年５月14 日にグループ組織再編に係るプレスリリースを公表しており、平成22 年

10 月１日を効力発生日とし、当社を存続会社とする完全子会社11 社の吸収合併を予定しております（グル

ープ組織再編の概要につきましては上記プレスリリース及び同日付けで提出される臨時報告書をご覧下さ

い。）。なお、上記グループ組織再編につきましては、本公開買付けにより連結子会社とする予定の対象者は

再編の対象に含まれておりません。 

 
以上 


