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平成23年１月７日 

各 位 

会 社 名 株式会社イマージュホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 明賀 正一 

（コード番号：９９４７ 東証・大証 第１部） 

問合せ先 総務グループ長 國重 和弘 

（TEL：087－874－7070） 

 

 

ＭＢＯの実施及び応募推奨に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 23 年１月７日開催の取締役会において、以下のとおり、マネジメント・バイアウト（MBO）

（注）の一環として行われる TKM ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社

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。）に賛同の意見を表明す

ること並びに当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしましたので、お知

らせいたします。 

なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て当社を非上場化する

ことを企図していること、及び当社の普通株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われるもので

す。 

 

（注）マネジメント・バイアウト（MBO）とは、一般に、買収対象会社の経営陣が金融投資家と共同し、事業

の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。 

 

記 

 

１．公開買付者の概要 

（１） 名 称 TKMホールディングス株式会社 

（２） 所 在 地 東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 亀井温裕 

（４） 
事 業 内 容 

①有価証券の保有 

②上記に関連付帯する一切の事業 

（５） 資 本 金 50万円 

（６） 設 立 年 月 日 平成22年11月26日 

（７） 大株主及び持株比率 エムシーディースリー株式会社 100％ 

（８） 上場会社と公開買付者の関係 

 

 
資 本 関 係 

公開買付者は、当社の普通株式 100 株（発行済株式総数の 0.00％）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 該当事項はありません。 

 関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 
該当事項はありません。 

 

myoga
ＦＡＳＦマーク（新）
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２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

(1) 意見の内容 

当社は、平成 23 年１月７日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明すること及び

当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を勧めることを決議いたしました。一方で、本新株予

約権（注）については、ストックオプションとして発行されたものであることから、本新株予約権を本

公開買付けに応募するか否かについては、新株予約権者の皆様の判断に委ねる旨の決議をしております

。 

なお、上記取締役会決議は、下記「（３）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

するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤利害関係を有しない取締役及び

監査役全員の承認」記載の方法により決議されております。 

 

（注）平成 19 年５月 30 日開催の当社第 34 回定時株主総会及び平成 19 年６月 22 日開催の当社取締役

会の決議に基づき発行された第６回新株予約権をいいます。 

 

(2) 意見の根拠及び理由 

① 本公開買付けの概要 

当社は、公開買付者より、本公開買付けの概要につき、以下の説明を受けております。 

今般、公開買付者は、当社の発行済普通株式（ただし、当社が所有する自己株式を除きます。）及び

本新株予約権の全てを取得し、当社を非上場化させるための一連の取引（以下「本取引」といいま

す。）の一環として、本公開買付けを実施いたします。 

公開買付者は、当社の株券等を取得及び保有することを主たる目的として、平成22年11月26日にエム

シーディースリー株式会社（以下「MCDⅢ」といいます。）により設立された株式会社です。本日現在、

プライベートエクイティ投資を行うことを主たる目的として、投資事業有限責任組合契約に関する法律

に基づき設立された投資事業有限責任組合であるエムシーピースリー投資事業有限責任組合（以下

「MCPⅢ」といいます。）の無限責任組合員であるMCDⅢが、公開買付者の発行済株式の全てを所有して

います。MCPⅢは、無限責任組合員であるMCDⅢの他、有限責任組合員である銀行（政府系金融機関を含

みます。）、保険会社、適格機関投資家である事業会社及びその他の事業体を組合員としており、複数の

プライベートエクイティ投資を行うため組合員から総額452億円のコミットメント（出資約束金額）を

受けております。MCPⅢは、MCDⅢが公開買付者の設立時に取得した公開買付者の株式の全てを譲り受け、

また公開買付者が実施する第三者割当増資を引き受けることにより、本公開買付けの決済までに公開買

付者の株式を全て取得する予定であります。 

本公開買付けにおいては、当社の相談役である南保正義氏が代表取締役を務める株式会社ジャスティ

ス（所有株式数3,000,000株、所有割合（以下に定義します。）21.34%）、南保正義氏の親族である南保

光宏氏（所有株式数1,882,700株、所有割合13.39%）、南保幸子氏（所有株式数713,840株、所有割合

5.08%）及び村田有里氏（所有株式数550,000株、所有割合3.91%）並びに南保正義氏（所有株式数

260,240株、所有割合1.85%）（以下総称して「応募予定者」といいます。）はそれぞれ、公開買付者に対

して、平成23年１月７日付けで公開買付応募等同意書を差し入れており、それぞれが所有する当社の普

通株式全て（ただし、株式会社ジャスティス及び南保正義氏の所有分については、それぞれが処分権限

を有する部分（株式会社ジャスティス1,500,000株、南保正義氏40株）のみが公開買付応募等同意書の

対象となり、差押え（注）の対象となっている部分は除かれています。）について、本公開買付けに応

募する旨を合意しております（応募の条件は特にありません。）。公開買付応募等同意書の対象として本

公開買付けに応募する旨合意された当社の普通株式の合計は4,646,580株、所有割合は33.05%となりま

す。なお「所有割合」とは、当社が平成22年10月14日に提出した第38期第２四半期報告書に記載された

平成22年８月31日現在の当社の発行済株式総数（14,520,000株）から当社が同日現在所有する自己株式

（721,400株）を除いた株式数に、同日現在の本新株予約権の目的である当社の株式の数（259,500株）
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を加えた数（14,058,100株）に占める割合をいいます（小数点以下第三位を四捨五入し、以下同様に計

算しております。）。 

また、南保幸子氏は、日本証券金融株式会社（以下「日本証券金融」といいます。）との間で、同氏

の所有分のうち 500,000 株を極度枠として日本証券金融に対して貸し付ける旨の平成 20 年 11 月 13 日

付け株式貸借契約書（以下「本貸借契約」といいます。）を締結しておりますが（ただし、本日現在、

本貸借契約に基づき、同氏から日本証券金融に対して貸し付けられている当社の普通株式はありませ

ん。）、同氏は公開買付期間中に本貸借契約を解約するための手続を取ることに同意しております。 

本公開買付けにおいて、公開買付者は 9,231,780 株（所有割合 65.67%）を買付予定数の下限に設定

しており、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等

を行いません。他方、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限以上の場合には、公開買付者は応募株

券等の全部の買付け等を行います。 

本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）の手法により行われるものであり、当

社の代表取締役社長である明賀正一氏は、本公開買付けの成立後、当社に出資する予定です。本公開買

付け、本スクイーズアウト（後記「（４）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に

関する事項）」に記載の方法により、公開買付者が当社の発行済株式の全て（ただし、当社が所有する

自己株式を除きます。）を取得するための手続をいいます。）及び上記出資の結果、当社の株主は公開買

付者及び明賀正一氏の２名となる予定です。なお、本日現在、明賀正一氏による当社に対する出資の詳

細に関して、公開買付者と明賀正一氏の間で合意している事項はございません。 

 

（注）平成 21 年７月８日、高松地方裁判所は、株式会社ジャスティス及び南保正義氏によるインサイ

ダー取引に関して、両者に連帯して追徴金３億5,500万円の支払いを命じる等の判決を言い渡し、同判

決は確定しているとのことです。この追徴金の弁済に充てるため、株式会社ジャスティスが所有する当

社株式（1,500,000株）及び南保正義氏が所有する当社株式（260,200株）（以下総称して「差押対象株

式」といいます。）について、両者は平成21年10月26日付けで高松地方裁判所による株式の差押命令

を受けているとのことです。 

 当該差押命令により差押対象株式の処分を禁止されているため、差押えが解除されない限り、株式会

社ジャスティス及び南保正義氏は差押対象株式について本公開買付けに応募することができないとのこ

とです。差押対象株式について本公開買付けに応じるかは、平成 21 年 11 月 27 日に高松地方裁判所よ

り売却（本公開買付けへの応募を含むと思われます。）を命じられた大和証券株式会社が判断すること

になると思われますが、かかる判断について大和証券株式会社と公開買付者との間では、いかなる合意

も存在していないとのことです。 

 

② 本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程 

（ア）本公開買付けの背景等 

当社は、昭和48年８月、香川県高松市において株式会社なんぽ企画として設立されました。設立当初

は広告代理業を営んでおりましたが、昭和53年９月にカタログ通信販売に進出し、病院に勤務される看

護婦の方々を対象にした衣料品の通信販売を開始しました。時間帯を選ばずに商品の検討や購入ができ

る通信販売は、買い物時間が限定される看護婦の方々から高い支持をいただき、当社の業容も伸長しま

した。当社は、昭和59年10月、現在の衣料品通信販売事業の始点となるカタログ「イマージュコレク

ション」を発刊し、「20才から27才の独身女性に、ちょっとおしゃれな手の届く憧れを提供する。」を

コンセプトにファッション性を加味した衣料品等を取り扱うことにより、衣料品通信販売業界において

独自の地位を構築いたしました。また、当社は、平成12年９月には、米を100%使用した原料「ライスパ

ワーエキス」を配合した自然派化粧品「ライスフォース」を発売して、化粧品通信販売へ事業領域を拡

大しました。化粧品通信販売事業は、現在では当社グループの中核事業となるまで成長いたしました。

この間、当社は、昭和62年８月には株式会社シムリー、平成17年８月には株式会社イマージュに商号変

更し、平成19年９月には多様化する事業ポートフォリオに対してグループとして経営資源の最適配分を
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行うために会社分割により持株会社体制に移行し、現商号である株式会社イマージュホールディングス

に商号変更いたしました。 

当社は業容の拡大を背景に、平成５年７月に大阪証券取引所市場第二部への上場を果たし、平成13年

２月に大阪証券取引所市場第一部指定、さらに平成15年１月に東京証券取引所市場第一部上場を実現い

たしました。 

一方で昨今のわが国経済は、米国金融市場の混乱を契機とした世界的な景気減速は底を打ったものの、

企業収益の回復は踊り場に差し掛かっており、設備投資の増勢も緩やかなものに留まるなど、国内景気

の先行きは不透明な状況にあります。雇用環境や所得水準についても改善の兆しは見えず、節約志向の

高まりから、消費マインドの冷え込みが継続しております。このような市場環境の中、当社は、平成22

年２月期にここ数年の収益悪化の主要因であった店舗事業から撤退し、５期連続の赤字から脱却したも

のの、当期においては、平成22年９月29日付で公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の

通り、売上高の減少を理由として平成23年２月期第２四半期（累計）連結業績予想数値を、売上高の減

少及びそれに伴う採算の悪化を理由として平成23年２月期通期連結業績予想数値をそれぞれ下方修正し

ており、経営としては依然複数の構造的課題を抱えております。第一に、世界的な金融不安に端を発し

た個人消費の低迷が大幅に回復することは期待しづらく、マクロ的な経営環境は更に厳しさを増すこと

が想定されます。第二に、通信販売業界においては、インターネット通販の台頭により、当社のコア事

業である紙カタログを用いた通信販売は年々市場が縮小しております。第三に、従来当社の強みであっ

た「ファッション性を加味した手頃な価格帯の衣料品」は、同業他社との明確な差別化が困難になって

きていることに加えて、新たに国内外の製造小売業者が進出・台頭していることにより、これまでの優

位性を維持することが困難となっております。 

こうした中で、当社は足下の収益を確保するため、ここ数年投資や販売促進費を抑制してきましたが、

これらの施策による利益の創出は限界に達しており、将来的な成長を描くためには積極的な販売促進費

の投下による新規顧客の獲得や新商品の開発・販売による新しい事業領域への進出が必要な状況にあり

ます。しかし、これらの施策を実行する場合、販売促進や新規商品開発に伴う費用や支出の増加が先行

する一方で、投資効果検証サイクルを重ねることにより最適な経営資源投下パターンを見極めるプロセ

スや、新規商品の開発及び上市後のマーケティングプロセス等が必要であるため、収益実現には一定の

期間を要します。さらに、その効果の発現には不確実性を伴うことから、当社において一時的な損益及

び財務状況が悪化するリスクを内包しており、短期的には株式市場から十分な評価を得られず、当社株

主の皆様のご期待に沿えない可能性があります。 

また、実質的な大株主である南保正義氏から、当社の代表取締役社長である明賀正一氏に対して応募

予定者の所有する当社株式の売却意向が示されたことにより、当社における株主構成の再検討が喫緊の

課題として浮上しました。上記の課題を踏まえて、明賀正一氏は、今後の厳しい経営環境下においては

中核的な安定株主が存在することが中長期的な視野に立脚した経営を行っていく上で必要不可欠になる

との考えに至りました。 

かかる状況下、当社の代表取締役社長である明賀正一氏は、マネジメント・バイアウト（MBO）につ

いて豊富な経験と実績を有しておりMCDⅢの運営の一部について業務委託を受けているみずほキャピタ

ルパートナーズ株式会社（以下「MHCP」といいます。）との間で当社の経営課題及び資本政策について

慎重に協議を重ねました。そして、明賀正一氏及びMHCPは、短期的な業績の変動にとらわれず、中長期

的かつ持続的な成長のための施策を実行する体制を整備し、かつ株主構成の再検討に関する課題に対処

する手段として、当社の経営方針を中長期的に支援することができる中核的安定株主の下で、マネジメ

ント・バイアウト（MBO）の手法により当社株式の非上場化を行うことが最善であるとの協議結果に至

り、本公開買付けを含む本取引に関する正式な提案（以下「本提案」といいます。）として、平成22年

11月下旬に当社に対して意向表明書を提出しました。 
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（イ）当社の意思決定の過程 

当社は、明賀正一氏及びMHCPからの本提案を検討するにあたり、フィナンシャルアドバイザーとして、

当社及び公開買付者から独立した第三者である株式会社KPMG FAS（以下「KPMG」といいます。）を選任

し財務的助言を求めるとともに、リーガルアドバイザーとして、当社及び公開買付者から独立した第三

者である伊藤見富法律事務所を選任し法的助言を求めました。その上で、当社の企業価値の向上や当社

の株主利益の確保等の観点から、本提案と近接した時期に当社が受領した当社の資本政策にかかわる他

の複数の提案を含めて分析検討すると共に、本提案及び他の複数の提案の各提案者と協議・交渉を行い

ました。当社は、慎重に検討を重ねた結果、構造的課題に起因して当社の収益力が低下しており、事業

構造及び財務構造の抜本的な改革が必要であること、上場維持のために必要なコストの負担が上場会社

であることにより得られるメリットに比して過大であること、実質的な大株主である南保正義氏から応

募予定者の所有する当社株式を早期に売却する意向が表明されており、株主構成の再検討が当社の喫緊

の課題となっていること等を総合的に考慮すると、明賀正一氏及びMHCPからの本提案に基づき、可及的

速やかにマネジメント・バイアウト（MBO）の手法により当社の非公開化を行うことが、当社の企業価

値を維持し、これを最大化するために必要不可欠であるとの結論に至りました。そして、当社は、本公

開買付けを含む本取引が当社の中長期的な企業価値の向上の観点から最善の選択肢であり、また、公開

買付者との交渉を経て決定された本公開買付けの買付条件（本公開買付けにおける当社の株式１株当た

りの買付価格（以下「本公開買付価格」といいます。）を含みます。）が妥当であり、本公開買付けは、

当社の株主の皆様に対して合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断し、平成23年１月７

日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明すること及び当社の株主の皆様に対して

本公開買付けへの応募を勧めることを決議いたしました。 

 

（ウ）本公開買付け実施後の経営方針等 

本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）の手法により行われるものであり、当

社の代表取締役社長である明賀正一氏は、中長期的かつ持続的な成長のための施策を実行するため、本

公開買付け成立後も当社の経営に参加する予定であり、その一環として、本公開買付けの成立後、当社

に出資する予定とのことです。なお、本日現在、明賀正一氏による当社に対する出資の詳細に関して、

公開買付者と明賀正一氏の間で合意している事項はないとのことです。 

なお、明賀正一氏以外の当社の全ての取締役は、公開買付者との間で、本公開買付け後の当社の経営

関与に関して合意しておらず、また当社の全ての監査役は、公開買付者との間で、本公開買付け後の監

査役としての地位継続に関して合意しておりません。 

 

(3)  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等本公開買付けの公正性

を担保するための措置 

① 公開買付者における買付価格の検討 

当社は、公開買付者より、公開買付者における買付価格の検討につき、以下の説明を受けておりま

す。 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、当社の事業及び財務状況、東京証券取引所にお

ける当社普通株式の株価推移、本公開買付けの成立の見込みについて検討を行いました。当社の事業及

び財務状況については、買収監査（デューデリジェンス）を通じて当社が属する市場環境、当社の商品

や販売促進に関する情報等並びに損益計算書を含む財務情報等に基づき分析しました。また、当社普通

株式の株価推移については、平成23年１月６日を評価基準日とした東京証券取引所における平成22年12

月７日から評価基準日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値（268円、小数点以下四捨五入）、平成

22年10月７日から評価基準日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値（249円、小数点以下四捨五入）

及び平成22年７月７日から評価基準日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値（257円、小数点以下四

捨五入）、並びに過去にマネジメント・バイアウト（MBO）の一環として行われた公開買付けにおける
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買付価格に対するプレミアムの水準を参考にいたしました。本公開買付けの成立の見込みについては、

当社による賛同の可否並びに本公開買付けに対する応募の見通しを勘案しました。公開買付者は、以上

を踏まえた上で、本公開買付けに関する諸条件及び当社との協議・交渉の結果に基づいて、最終的に平

成23年１月７日に本公開買付価格を314円とすることを決定いたしました。なお、公開買付者は、本公

開買付価格の算定に際して、第三者機関の算定書は取得しておりません。 

本公開買付価格の314円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である平成23年１月６

日の東京証券取引所における当社普通株式の終値285円に対して10.2％(小数点以下第二位四捨五入)、

過去１ヶ月間（平成22年12月７日から平成23年１月６日まで）の終値の単純平均値268円(小数点以下四

捨五入)に対して17.2％(小数点以下第二位四捨五入)、過去３ヶ月間（平成22年10月７日から平成23年

１月６日まで）の終値の単純平均値249円(小数点以下四捨五入)に対して26.1％(小数点以下第二位四捨

五入)、過去６ヶ月間（平成22年７月７日から平成23年１月６日まで）の終値の単純平均値257円(小数

点以下四捨五入)に対して22.2％(小数点以下第二位四捨五入)のプレミアムをそれぞれ加えた金額に相

当します。 

また、本公開買付けの対象には本新株予約権も含まれますが、本新株予約権は、当社もしくは当社子

会社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして発行されたものです。本新株予約権の行使

の条件として、新株予約権者は行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役及び従業員の地位を

有していることを要するものとされ（ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が

定年により退職した場合、また当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は除きます。）、また、

新株予約権者が本新株予約権を譲渡するときには当社取締役会の承認を要するものとされています。

従って、公開買付者が本公開買付けにおいて本新株予約権を取得したとしても、これを行使できないと

解されることから、平成23年１月７日に本新株予約権の買付価格を１個当たり１円と決定しました。 

 

② 当社における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 

当社は、本公開買付けの妥当性を検討するにあたって、当社及び公開買付者から独立した第三者算定

機関であり、かつ関連当事者に該当しないみらいコンサルティング株式会社（以下「みらいコンサル

ティング」といいます。）を選任し、本公開買付価格の公正性を担保することを目的として、みらいコ

ンサルティングに当社の株式価値の算定を依頼しました。みらいコンサルティングは、当社の株式価値

を算定するにあたって必要となる事業の現況、事業計画等に関する情報を当社から取得して説明を受け

た上で、これらの情報を踏まえた上で、当社の株式価値の算定を行いました。みらいコンサルティング

は、当社が継続企業であるとの前提の下、株式価値について多面的に評価することが適切であるとの考

えにより、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「DCF

法」といいます。）の各手法によって、当社の株式価値の算定を行いました。当社は、平成23年1月５

日、みらいコンサルティングより、株式価値算定書を取得し、同算定書によると上記各手法における

当社の普通株式１株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりです。 

市場株価法 248円から268円 

類似会社比較法 129円から249円 

DCF法  171円から273円 

市場株価法では、株価の変動や当社の業績に関する直近の状況を考慮して、平成23年１月５日を基準

日として、東京証券取引所における当社の普通株式の直近１ヶ月間の終値の単純平均値267円及び出来

高加重平均値268円、直近３ヶ月間の終値の単純平均値248円及び出来高加重平均値250円並びに直近

６ヶ月間の終値の単純平均値257円及び出来高加重平均値258円を基に、各平均値の下限値と上限値をレ

ンジとして採用した上で、当社の普通株式１株当たりの株式価値の範囲を248円から268円までと算定し

ております。 

類似会社比較法では、事業内容・規模・収益性等につき当社と類似性の認められる上場会社の市場株

価や財務指標との比較を通じて、当社の普通株式１株当たりの株式価値の範囲を129円から249円までと

算定しております。 
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DCF法では、当社の事業計画（注）に基づいて将来キャッシュフロー及び事業計画期間終了時点以降

の残存価値を算出し、投資リスクに応じた割引率によってこれらを現在価値に割り戻す方法により、当

社の普通株式１株当たりの株式価値の範囲を171円から273円までと算定しております。 

なお、当社は、みらいコンサルティングその他の評価機関から当社の株主にとって本公開買付価格が

財務的見地から妥当である旨の意見書（フェアネスオピニオン）を取得しておりません。 

 

（注）みらいコンサルティングがDCF 法の基礎として採用した当社の事業計画は、平成23年２月期に

ついては売上高約139億円、営業利益約６億円と予想しておりますが、その後新規事業の成長による利

益貢献等を見込んでおり、平成24年２月期は、売上高約129億円、営業利益約６億円、平成25年２月期

は、売上高約147億円、営業利益約９億円、平成26年２月期は、売上高約160億円、営業利益約13億円と

予想しております。 

 

③ 第三者委員会の設置 

当社の取締役会は、本取引に関する当社の取締役会の意思決定手続における恣意性を排除し、公正性、

透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として、平成22年12月６日開催の取締役会

において、公開買付者及び当社から独立した社外有識者である国谷史朗氏（弁護士）及び佐野哲哉氏

（公認会計士）並びに当社の社外監査役である山奥正雄氏の３名から構成される第三者委員会に対して、

(i)(a)本公開買付けを含む本取引が当社の企業価値の向上に資するか、(b)本公開買付けの買付条件

（本公開買付価格を含みます。）が妥当であるか、(c)本公開買付けにおいて手続の適正性及び公正性が

保たれているか等の観点から、当社の取締役会が本公開買付けに対し賛同意見を表明すること及び当社

の株主に対し本公開買付けへの応募を勧めることは相当か、(ii)本公開買付け後に予定される本スク

イーズアウトにおいて、少数株主の利益への十分な配慮がなされているかについて諮問する旨の決議を

行いました。 

これを受け、第三者委員会は、当社の取締役会より提出された本取引に関連する資料（第三者算定機

関であるみらいコンサルティングが作成した株式価値算定書を含みます。）を精査するとともに、MHCP、

明賀正一氏、明賀正一氏以外の当社の取締役、第三者算定機関であるみらいコンサルティングに対する

質疑応答等を行いました。さらに、第三者委員会は、当社のフィナンシャルアドバイザーであるKPMG及

び当社のリーガルアドバイザーである伊藤見富法律事務所から当社の取締役会の意思決定の方法及び過

程について説明を受けた上で、上記諮問事項につき慎重に検討を行いました。かかる検討を踏まえた結

果、平成23年１月６日に、第三者委員会は、(i)(a)本公開買付けを含む本取引が当社の企業価値の向上

に資するものであり、(b)本公開買付けの買付条件（本公開買付価格を含みます。）が妥当であり、(c)

本公開買付けにおいて手続の適正性及び公正性が保たれていることから、当社の取締役会が本公開買付

けに対し賛同意見を表明すること及び当社の株主に対し本公開買付けへの応募を勧めることは相当であ

り、(ii)本公開買付け後に予定される本スクイーズアウトにおいて、少数株主の利益への十分な配慮が

なされているとの結論に至り、同委員会は当該答申を当社の取締役会に対して提出しました。 

 

④ 独立したフィナンシャルアドバイザー及びリーガルアドバイザーからの助言 

当社は、本公開買付けの妥当性を検討するにあたり、フィナンシャルアドバイザーとして、当社及び

公開買付者から独立した第三者であるKPMGを選任し、本公開買付けを含む本取引に関する財務的助言に

ついて依頼するとともに、リーガルアドバイザーとして、当社及び公開買付者から独立した第三者であ

る伊藤見富法律事務所を選任し、本公開買付けを含む本取引に関する法的助言について依頼しました。

当社は、KPMGの財務的助言及び伊藤見富法律事務所の法的助言を受けながら、本公開買付けを含む本取

引の是非及び本公開買付価格を含む諸条件等につき慎重に協議・検討を行い、公開買付者と十分な協

議・交渉を行いました。 
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⑤ 利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認 

当社は、みらいコンサルティングから取得した株式価値算定書、第三者委員会から提出された答申、

KPMGから得た財務的助言及び伊藤見富法律事務所から得た法的助言等を踏まえ、本公開買付けを含む本

取引が当社の中長期的な企業価値の向上の観点から最善の選択肢であり、また、公開買付者との交渉を

経て決定された本公開買付けの買付条件（本公開買付価格を含みます。）が妥当であり、本公開買付け

は、当社の株主の皆様に対して合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断し、平成23年１

月７日開催の取締役会において、当社の代表取締役である明賀正一氏を除く取締役全員の一致で、本公

開買付けに賛同の意見を表明すること及び当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を勧めるこ

とを決議いたしました。一方で、本新株予約権についてはストックオプションとして発行されたもので

あることから、本新株予約権を本公開買付けに応募するか否かについては、新株予約権者の皆様の判断

に委ねる旨の決議をいたしました。また、上記取締役会には社外監査役を含む当社の全ての監査役が審

議に参加し、いずれも当社の取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明すること及び当社の株主の皆

様に対して本公開買付けへの応募を勧めることに異議がない旨の意見を述べております。 

なお、当社の代表取締役社長である明賀正一氏は、本公開買付けを含む本取引において、当社との間

で構造的な利益相反状態にあり、特別の利害関係を有することから、本公開買付けの賛同決議を含む本

取引に関して開催された当社の全ての取締役会における本取引に係る議案の審議・検討及び決議には一

切参加しておらず、また当社の立場において公開買付者との協議・交渉にも参加しておりません。 

 

⑥ 買付け等の期間を比較的長期に設定 

公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日として

おります。公開買付期間を比較的長期にすることにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応

募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも当社の株券等に対して買付け等を行

う機会を確保し、もって、本公開買付価格の適正性を担保しております。また、公開買付者と当社は、

公開買付者以外の者による買付け等の機会が不当に制限されることがないよう、当社が公開買付者の対

抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が

当社との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意は一切行っておらず、上記の公開買付期間

の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開買付価格の公正性の担保に

配慮しております。 

 

⑦ 買付予定数の下限の設定 

公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定の株券等の数の下限（9,231,780株）以上の応募があ

ることをその成立の条件としております。買付予定の株券等の数の下限（9,231,780株）は、当社が平

成22年10月14日に提出した第38期第２四半期報告書に記載された平成22年８月31日現在の当社の発行済

株式総数14,520,000株（なお、当社の発行した本新株予約権の当社普通株式１株当たりの行使価額

（542円）は本公開買付価格（314円）を相当程度上回っており、本新株予約権が行使され普通株式とな

る可能性が比較的低いと見込まれるため、同日現在の本新株予約権の目的である当社株式の数（

259,500株）は加算しておりません。）から、1) 当社が同日現在所有する自己株式（721,400株）、2) 本

日現在における公開買付者が所有する当社株式（100株）、及び3) 応募予定者が所有する当社の普通株

式のうち本公開買付けに応募する旨合意されたもの（合計4,646,580株）を合計した株式数（5,368,080

株）を控除した株式数（9,151,920株）の50.1%の議決権に相当する株式数（4,585,200株）を基礎とし

て、これに応募予定者が所有する当社の普通株式のうち本公開買付けに応募する旨合意されたもの（合

計4,646,580株）を加算して設定したものです。よって、公開買付者は、当社の少数株主の皆様の意思

を重視して、本公開買付けに応募する旨の合意をしている大株主以外の多数の株主の皆様の賛同が得ら

れない場合には、本公開買付けを行わないこととしております。 
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(4)  本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項） 

当社は、公開買付者より、本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）

につき、以下の説明を受けております。 

公開買付者は、本公開買付けによって当社の発行済株式の全て（ただし、当社が所有する自己株式を

除きます。）を取得することができなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の方法により、公

開買付者が当社の発行済株式の全て（ただし、当社が所有する自己株式を除きます。）を取得するため

の手続を実施することを予定しております。 

具体的には、本公開買付けの成立後速やかに、公開買付者は、平成23年５月に開催予定の当社の定時

株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、①当社において普通株式とは別の種類の

株式を発行できる旨の定款の一部変更を行うことにより、当社を会社法（平成17年法律第86号。その後

の改正を含み、以下「会社法」といいます。）の規定する種類株式発行会社とすること、②当社の発行

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。）を付すことを内容とする定款の一部変更を行うこと、及び③当社の当該株式の全

部（ただし、当社が所有する自己株式を除きます。）の取得と引換えに別個の種類の当社株式を交付す

ることのそれぞれの議案を本定時株主総会に付議するよう当社に対して要請する予定です。 

また、本定時株主総会において上記①の付議議案に対するご承認をいただき、上記①に係る定款の一

部変更の効力が発生しますと、当社は会社法の規定する種類株式発行会社となりますが、上記②に係る

定款の一部変更の効力を生じさせるためには、会社法第111条第２項第１号に基づき、本定時株主総会

の上記②に係る決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付される当社の普通株式を所有する株

主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）の決議が必要となるため、公

開買付者は、当社に対し、本定時株主総会の開催日と同日を開催日とし、上記②と同内容の議案を付議

議案に含む本種類株主総会の開催を要請する予定です。本公開買付けが成立し本定時株主総会及び本種

類株主総会に上記各議案が上程された場合、公開買付者は、本定時株主総会及び本種類株主総会におい

て、上記各議案に賛成する予定です。なお、上記の具体的な手続の詳細については、公開買付者と当社

と協議の上で、決定次第、当社が速やかに公表する予定です。 

上記各手続が実行された場合には、当社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、

その全て（ただし、当社が所有する自己株式を除きます。）が当社に取得されることとなり、当社の株

主（当社を除きます。）には当該取得の対価として当社の別個の種類の当社の株式が交付されることに

なりますが、当社の株主のうち交付されるべき当該別個の種類の当社の株式の数が１株に満たない端数

となる株主に対しては、会社法第234条その他の関連法令の定めに従い、当該端数の合計数（合計した

数に端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当する当該別個の種類の当社株式を売

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

当該別個の種類の当社株式の売却価格については、当該売却の結果、各株主に交付されることになる金

銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた当社の普通株式の数を乗じた価格と同一になる

よう算定される予定です。また、全部取得条項が付された当社の普通株式の取得の対価として交付する

当社株式の種類及び数は、本日現在において未定ですが、公開買付者は、当社に対し、公開買付者が当

社の発行済株式の全て（ただし、当社が所有する自己株式を除きます。）を所有することとなるよう、

本公開買付けに応募されなかった公開買付者以外の当社の株主に対して交付しなければならない当社株

式の数が１株に満たない端数となるよう決定することを要請する予定です。 

上記各手続に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定としては、(イ)上記②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条及び第117条その他の関係法

令の定めに従って、株主はその有する株式の買取請求を行うことができる旨が定められており、また、

(ロ)上記③の全部取得条項が付された当社の株式の全部取得が本定時株主総会において決議された場合

には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、株主は裁判所に対し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る旨が定められています。 
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公開買付者は、上記各手続に関して、本公開買付け後の公開買付者の当社株式の所有状況、公開買付

者以外の当社の株主の当社株式の所有状況又は関係法令についての当局の解釈等の状況によっては、そ

れと概ね同等の効果を有する他の方法の実施を当社に要請し、また当該実施の要請に時間を要する可能

性があります。ただし、その場合でも、本公開買付けに応募されなかった公開買付者以外の当社の株主

に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定です。その場合に、当社の株主に交付され

ることになる金銭の額についても、本公開買付価格に当該各株主が所有していた当社の普通株式の数を

乗じた価格と同一となるよう算定される予定です。 

また、本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）の手法により行われるものであ

り、当社の代表取締役社長である明賀正一氏は、中長期的かつ持続的な成長のための施策を実行するた

め、本公開買付け成立後も当社の経営に参加する予定です。その一環として明賀正一氏は、本公開買付

けの成立後、当社に出資する予定です。本公開買付け、本スクイーズアウト及び上記出資の結果、当社

の株主は公開買付者及び明賀正一氏の２名となる予定です。なお、本日現在、明賀正一氏による当社に

対する出資の詳細に関して、公開買付者と明賀正一氏の間で合意している事項はございません。 

なお、本公開買付けは、本定時株主総会及び本種類株主総会における当社の株主の皆様の賛同を勧誘

するものでは一切ございません。 

本新株予約権については、本公開買付けが成立したものの、これにより公開買付者が本新株予約権の

全てを取得できず、かつ、本新株予約権が行使されず残存した場合、公開買付者は、当社に対して、本

新株予約権の取得、本新株予約権の放棄の勧奨等、本取引の実行に合理的に必要な手続等を要請する予

定であります。 

公開買付者は、上記の手続の実施後に、公開買付者を消滅会社、当社を存続会社とする吸収合併を行

うことを予定しております。 

 

(5)  上場廃止となる見込み及びその事由 

 当社の普通株式は、現在、東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に上場されて

いますが、公開買付者は、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定していないため、

本公開買付けの結果次第では、当社の普通株式は、東京証券取引所及び大阪証券取引所の上場廃止基準

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、本公開買付けの完了時点で当該上

場廃止基準に該当しない場合でも、その後上記「 （４）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆ

る二段階買収に関する事項）」に記載のとおり、公開買付者は、本公開買付けの終了後に、適用ある法

令に従い、当社を完全子会社化とすることを企図していますので、その場合にも、当社の普通株式は所

定の手続を経て上場廃止になります。なお、当社の普通株式が上場廃止となった場合は、当社の普通株

式を東京証券取引所及び大阪証券取引所において取引することができなくなります。 

 

３．公開買付者と当社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 

(1)  応募予定者はそれぞれ、公開買付者に対して、平成 23 年１月７日付けで公開買付応募等同意書を差

し入れており、公開買付者との間で、それぞれが所有する当社の普通株式全て（ただし、株式会社ジャ

スティス及び南保正義氏の所有分については、それぞれが処分権限を有する部分（株式会社ジャスティ

ス 1,500,000 株、南保正義氏 40 株）のみが公開買付応募等同意書の対象となり、差押えの対象となっ

ている部分は除かれています。）について、本公開買付けに応募する旨を合意しております。 

 

(2)  南保幸子氏は、日本証券金融との間で、同氏の所有分のうち 500,000 株を極度枠として日本証券金融

に対して貸し付ける旨の本貸借契約を締結しておりますが（ただし、本日現在、本貸借契約に基づき、

同氏から日本証券金融に対して貸し付けられている当社の普通株式はありません。）、同氏は公開買付期

間中に本貸借契約を解約するための手続を取ることに同意しております。 

 

(3)  本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）の手法により行われるものであり、当

社の代表取締役社長である明賀正一氏は、中長期的かつ持続的な成長のための施策を実行するため、本
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公開買付け成立後も当社の経営に参加する予定であり、その一環として、本公開買付けの成立後、当社

に出資する旨の同意を得ています。なお、本日現在、明賀正一氏による当社に対する出資の詳細に関し

て、公開買付者と明賀正一氏の間で合意している事項はございません。 

 また、公開買付者は、明賀正一氏から平成 23 年１月５日に１株当たり 270 円（平成 23 年１月４日の

東京証券取引所における当社普通株式終値）で当社普通株式 100 株を相対売買により取得しております

が、公開買付者及び明賀正一氏は、本公開買付けが成立しなかった場合、上記当社普通株式 100 株を売

り戻すことに同意しております。 

 

４．公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 

該当事項はありません。 

 

５．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

該当事項はありません。 

 

６．公開買付者に対する質問 

該当事項はありません。 

 

７．公開買付期間の延長請求 

該当事項はありません。 

 

８．今後の見通し 

上記「２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「（４）本公開買付け後の組織再編等

の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」及び「（５）上場廃止となる見込み及びその事由」をご参

照ください。 

 

９．その他 

当社は、平成23年１月７日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、平成23 

年２月期より株主優待制度を廃止することを決議いたしております。 

 

 

以 上 

 

○（参考）「ストラクチャーの概要」（別添１） 

○（参考）平成23年１月７日付「株式会社イマージュホールディングス株式等に対する公開買付けの開始に

関するお知らせ」（別添２） 
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（別添１） 

＜ストラクチャーの概要＞ 

TKMホールディングス
（公開買付者）

MCDⅢ*

当社

100%

公開買付け

現状

公開買付け
決済後

TKMホールディングス
（公開買付者）

MCPⅢ
（投資事業有限責任組合）

当社

100%

公開買付けに応募
しなかった株主様

X% （100‐X）%

二段階買収
実行後

（スクイーズアウト

及び公開買付者と
当社の合併後）

MCPⅢ
（投資事業有限責任組合）

当社
（存続会社）

明賀正一氏
（出資予定）

Y% （100‐Y）%

*MCDⅢは、MCPⅢの無限責任組合員です。

 



（別添２） 

  1

 

 

平成23年１月７日 

各  位 

会 社 名 TKMホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役 亀井温裕 

 

 

 

株式会社イマージュホールディングス株式等に対する 

公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

TKM ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 23 年１月７日、下記のとお

り株式会社イマージュホールディングス（コード番号：9947 東証・大証第一部上場、以下「対象者」とい

います。）の普通株式及び新株予約権を、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。）による公開買付けにより取得することを決定いたしましたので、お知らせい

たします。なお、本書中の「株券等」とは、株券等に係る権利をいいます。 

 

記 

 

１. 買付け等の目的等 

 

(1) 本公開買付けの概要 

今般、公開買付者は、対象者の発行済普通株式（ただし、対象者が所有する自己株式を除きま

す。）及び本新株予約権（下記２．(2)において定義されます。以下同じとします。）の全てを取得し、

対象者を非上場化させるための一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、公開買付

け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたします。 

公開買付者は、対象者の株券等を取得及び保有することを主たる目的として、平成22年11月26日に

エムシーディースリー株式会社（以下「MCDⅢ」といいます。）により設立された株式会社です。本

日現在、プライベートエクイティ投資を行うことを主たる目的として、投資事業有限責任組合契約に

関する法律に基づき設立された投資事業有限責任組合であるエムシーピースリー投資事業有限責任組

合（以下「MCPⅢ」といいます。）の無限責任組合員であるMCDⅢが、公開買付者の発行済株式の全て

を所有しています。MCPⅢは、無限責任組合員であるMCDⅢの他、有限責任組合員である銀行（政府系

金融機関を含みます。）、保険会社、適格機関投資家である事業会社及びその他の事業体を組合員とし

ており、複数のプライベートエクイティ投資を行うため組合員から総額452億円のコミットメント

（出資約束金額）を受けております。MCPⅢは、MCDⅢが公開買付者の設立時に取得した公開買付者の

株式の全てを譲り受け、また公開買付者が実施する第三者割当増資を引き受けることにより、本公開

買付けの決済までに公開買付者の株式を全て取得する予定であります。 

本公開買付けにおいては、対象者の相談役である南保正義氏が代表取締役を務める株式会社ジャス

ティス（所有株式数3,000,000株、所有割合（以下に定義します。）21.34%）、南保正義氏の親族で

ある南保光宏氏（所有株式数1,882,700株、所有割合13.39%）、南保幸子氏（所有株式数713,840株、

所有割合5.08%）及び村田有里氏（所有株式数550,000株、所有割合3.91%）並びに南保正義氏（所有
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株式数260,240株、所有割合1.85%）（以下総称して「応募予定者」といいます。）はそれぞれ、公開

買付者に対して、平成23年１月７日付けで公開買付応募等同意書を差し入れており、それぞれが所有

する対象者の普通株式全て（ただし、株式会社ジャスティス及び南保正義氏の所有分については、そ

れぞれが処分権限を有する部分（株式会社ジャスティス1,500,000株、南保正義氏40株）のみが公開

買付応募等同意書の対象となり、差押え（注１）の対象となっている部分は除かれています。）につ

いて、本公開買付けに応募する旨を合意しております（応募の条件は特にありません。）。公開買付

応募等同意書の対象として本公開買付けに応募する旨合意された対象者の普通株式の合計は

4,646,580株、所有割合は33.05%となります。なお「所有割合」とは、対象者が平成22年10月14日に

提出した第38期第２四半期報告書に記載された平成22年８月31日現在の対象者の発行済株式総数

（14,520,000株）から対象者が同日現在所有する自己株式（721,400株）を除いた株式数に、同日現

在の本新株予約権の目的である対象者の株式の数（259,500株）を加えた数（14,058,100株）に占め

る割合をいいます（小数点以下第三位を四捨五入し、以下同様に計算しております。）。 

また、南保幸子氏は、日本証券金融株式会社（以下「日本証券金融」といいます。）との間で、同

氏の所有分のうち500,000株を極度枠として日本証券金融に対して貸し付ける旨の平成20年11月13日

付け株式貸借契約書（以下「本貸借契約」といいます。）を締結しておりますが（ただし、本日現在、

本貸借契約に基づき、同氏から日本証券金融に対して貸し付けられている対象者の普通株式はありま

せん。）、同氏は公開買付期間中に本貸借契約を解約するための手続を取ることに同意しております

。 

本公開買付けにおいて、公開買付者は9,231,780株（所有割合65.67%）を買付予定数の下限に設定

しており、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け

等を行いません。他方、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限以上の場合には、公開買付者は応

募株券等の全部の買付け等を行います。 

本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）（注２）の手法により行われるもの

であり、対象者の代表取締役社長である明賀正一氏は、本公開買付けの成立後、対象者に出資する予

定です。本公開買付け、本スクイーズアウト（後記「（４）本公開買付け後の組織再編等の方針（い

わゆる二段階買収に関する事項）」に記載の方法により、公開買付者が対象者の発行済株式の全て

（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得するための手続をいいます。）及び上記

出資の結果、対象者の株主は公開買付者及び明賀正一氏の２名となる予定です。なお、本日現在、明

賀正一氏による対象者に対する出資の詳細に関して、公開買付者と明賀正一氏の間で合意している事

項はございません。 

なお、対象者が平成23年１月７日に公表した「MBOの実施及び応募推奨に関するお知らせ」（以下

「対象者プレスリリース」といいます。）によれば、対象者は、本公開買付けを含む本取引が対象者

の中長期的な企業価値の向上の観点から最善の選択肢であり、また、公開買付者との交渉を経て決定

された本公開買付けの買付条件（本公開買付けにおける対象者の株式１株当たりの買付価格（以下

「本公開買付価格」といいます。）を含みます。）が妥当であり、本公開買付けは、対象者の株主の

皆様に対して合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断し、平成23年１月７日開催の取

締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明すること及び対象者の株主の皆様に対して、本公

開買付けへの応募を勧めることを決議したとのことです。一方で、本新株予約権についてはストック

オプションとして発行されたものであることから、本新株予約権を本公開買付けに応募するか否かに

ついては、新株予約権者の皆様の判断に委ねる旨の決議をしたとのことです。 

また、対象者の平成23年１月７日付「株主優待制度の廃止に関するお知らせ」によれば、対象者は、

平成23年１月７日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、平成23年２月期

より株主優待制度を廃止することを決議したとのことです。 
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（注１）平成21年７月８日、高松地方裁判所は、株式会社ジャスティス及び南保正義氏によるイン

サイダー取引に関して、両者に連帯して追徴金３億5,500万円の支払いを命じる等の判決を言い渡し、

同判決は確定しているとのことです。この追徴金の弁済に充てるため、株式会社ジャスティスが所有

する対象者株式（1,500,000株）及び南保正義氏が所有する対象者株式（260,200株）（以下総称して

「差押対象株式」といいます。）について、両者は平成21年10月26日付けで高松地方裁判所による株

式の差押命令を受けているとのことです。 

当該差押命令により差押対象株式の処分を禁止されているため、差押えが解除されない限り、株式

会社ジャスティス及び南保正義氏は差押対象株式について本公開買付けに応募することができないと

のことです。差押対象株式について本公開買付けに応じるかは、平成21年11月27日に高松地方裁判所

より売却（本公開買付けへの応募を含むと思われます。）を命じられた大和証券株式会社が判断する

と思われますが、かかる判断について大和証券株式会社と公開買付者との間では、いかなる合意も存

在しておりません。 

（注２）マネジメント・バイアウト（MBO）とは、一般に、買収対象会社の経営陣が金融投資家と

共同し、事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。 

 

(2) 本公開買付けの背景及び目的、本公開買付けを実施するに至った意思決定の過程並びに本公開買

付け後の経営方針 

対象者は、昭和48年８月、香川県高松市において株式会社なんぽ企画として設立されました。設立

当初は広告代理業を営んでおりましたが、昭和53年９月にカタログ通信販売に進出し、病院に勤務さ

れる看護婦の方々を対象にした衣料品の通信販売を開始しました。時間帯を選ばずに商品の検討や購

入ができる通信販売は、買い物時間が限定される看護婦の方々から高い支持をいただき、対象者の業

容も伸長しました。対象者は、昭和59年10月、現在の衣料品通信販売事業の始点となるカタログ「イ

マージュコレクション」を発刊し、「20才から27才の独身女性に、ちょっとおしゃれな手の届く憧れ

を提供する。」をコンセプトにファッション性を加味した衣料品等を取り扱うことにより、衣料品通

信販売業界において独自の地位を構築いたしました。また、対象者は、平成12年９月には、米を100%

使用した原料「ライスパワーエキス」を配合した自然派化粧品「ライスフォース」を発売して、化粧

品通信販売へ事業領域を拡大しました。化粧品通信販売事業は、現在では対象者グループの中核事業

となるまで成長いたしました。この間、対象者は、昭和62年８月には株式会社シムリー、平成17年８

月には株式会社イマージュに商号変更し、平成19年９月には多様化する事業ポートフォリオに対して

グループとして経営資源の最適配分を行うために会社分割により持株会社体制に移行し、現商号であ

る株式会社イマージュホールディングスに商号変更いたしました。 

対象者は業容の拡大を背景に、平成５年７月に大阪証券取引所市場第二部への上場を果たし、平成

13年２月に大阪証券取引所市場第一部指定、さらに平成15年１月に東京証券取引所市場第一部上場を

実現いたしました。 

一方で昨今のわが国経済は、米国金融市場の混乱を契機とした世界的な景気減速は底を打ったもの

の、企業収益の回復は踊り場に差し掛かっており、設備投資の増勢も緩やかなものに留まるなど、国

内景気の先行きは不透明な状況にあります。雇用環境や所得水準についても改善の兆しは見えず、節

約志向の高まりから、消費マインドの冷え込みが継続しております。このような市場環境の中、対象

者は、平成22年２月期にここ数年の収益悪化の主要因であった店舗事業から撤退し、５期連続の赤字

から脱却したものの、当期においては、平成22年９月29日付で公表した「業績予想の修正に関するお

知らせ」に記載の通り、売上高の減少を理由として平成23年２月期第２四半期（累計）連結業績予想

数値を、売上高の減少及びそれに伴う採算の悪化を理由として平成23年２月期通期連結業績予想数値
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をそれぞれ下方修正しており、経営としては依然複数の構造的課題を抱えております。第一に、世界

的な金融不安に端を発した個人消費の低迷が大幅に回復することは期待しづらく、マクロ的な経営環

境は更に厳しさを増すことが想定されます。第二に、通信販売業界においては、インターネット通販

の台頭により、対象者のコア事業である紙カタログを用いた通信販売は年々市場が縮小しております。

第三に、従来対象者の強みであった「ファッション性を加味した手頃な価格帯の衣料品」は、同業他

社との明確な差別化が困難になってきていることに加えて、新たに国内外の製造小売業者が進出・台

頭していることにより、これまでの優位性を維持することが困難となっております。 

こうした中で、対象者は足下の収益を確保するため、ここ数年投資や販売促進費を抑制してきまし

たが、これらの施策による利益の創出は限界に達しており、将来的な成長を描くためには積極的な販

売促進費の投下による新規顧客の獲得や新商品の開発・販売による新しい事業領域への進出が必要な

状況にあります。しかし、これらの施策を実行する場合、販売促進や新規商品開発に伴う費用や支出

の増加が先行する一方で、投資効果検証サイクルを重ねることにより最適な経営資源投下パターンを

見極めるプロセスや、新規商品の開発及び上市後のマーケティングプロセス等が必要であるため、収

益実現には一定の期間を要します。さらに、その効果の発現には不確実性を伴うことから、対象者に

おいて一時的な損益及び財務状況が悪化するリスクを内包しており、短期的には株式市場から十分な

評価を得られず、対象者株主の皆様のご期待に沿えない可能性があります。 

また、実質的な大株主である南保正義氏から、対象者の代表取締役社長である明賀正一氏に対して

応募予定者の所有する対象者株式の売却意向が示されたことにより、対象者における株主構成の再検

討が喫緊の課題として浮上しました。上記の課題を踏まえて、明賀正一氏は、今後の厳しい経営環境

下においては中核的な安定株主が存在することが中長期的な視野に立脚した経営を行っていく上で必

要不可欠になるとの考えに至りました。 

かかる状況下、対象者の代表取締役社長である明賀正一氏は、マネジメント・バイアウト（MBO）

について豊富な経験と実績を有しておりMCDⅢの運営の一部について業務委託を受けているみずほ

キャピタルパートナーズ株式会社（以下「MHCP」といいます。）との間で対象者の経営課題及び資本

政策について慎重に協議を重ねました。そして、明賀正一氏及びMHCPは、短期的な業績の変動にとら

われず、中長期的かつ持続的な成長のための施策を実行する体制を整備し、かつ株主構成の再検討に

関する課題に対処する手段として、対象者の経営方針を中長期的に支援することができる中核的安定

株主の下で、マネジメント・バイアウト（MBO）の手法により対象者株式の非上場化を行うことが最

善であるとの協議結果に至り、本公開買付けを含む本取引に関する正式な提案（以下「本提案」とい

います。）として、平成22年11月下旬に対象者に対して意向表明書を提出しました。対象者は、明賀

正一氏及びMHCPからの本提案を検討するにあたり、フィナンシャルアドバイザーとして、対象者及び

公開買付者から独立した第三者である株式会社KPMG FAS（以下「KPMG」といいます。）を選任し財務

的助言を求めるとともに、リーガルアドバイザーとして、対象者及び公開買付者から独立した第三者

である伊藤見富法律事務所を選任し法的助言を求めたとのことです。その上で、対象者の企業価値の

向上や対象者の株主利益の確保等の観点から、本提案と近接した時期に対象者が受領した対象者の資

本政策にかかわる他の複数の提案を含めて分析検討すると共に、本提案及び他の複数の提案の各提案

者と協議・交渉を行ったとのことです。対象者は、慎重に検討を重ねた結果、構造的課題に起因して

対象者の収益力が低下しており、事業構造及び財務構造の抜本的な改革が必要であること、上場維持

のために必要なコストの負担が上場会社であることにより得られるメリットに比して過大であること、

実質的な大株主である南保正義氏から応募予定者の所有する対象者株式を早期に売却する意向が表明

されており、株主構成の再検討が対象者の喫緊の課題となっていること等を総合的に考慮すると、明

賀正一氏及びMHCPからの本提案に基づき、可及的速やかにマネジメント・バイアウト（MBO）の手法

により対象者の非公開化を行うことが、対象者の企業価値を維持し、これを最大化するために必要不
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可欠であるとの結論に至ったとのことです。そして、対象者は、本公開買付けを含む本取引が対象者

の中長期的な企業価値の向上の観点から最善の選択肢であり、また、公開買付者との交渉を経て決定

された本公開買付けの買付条件（本公開買付価格を含みます。）が妥当であり、本公開買付けは、対

象者の株主の皆様に対して合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断し、平成23年１月

７日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明すること及び対象者の株主の皆様に

対して本公開買付けへの応募を勧めることを決議したとのことです。本公開買付けは、いわゆるマネ

ジメント・バイアウト（MBO）の手法により行われるものであり、対象者の代表取締役社長である明

賀正一氏は、中長期的かつ持続的な成長のための施策を実行するため、本公開買付け成立後も対象者

の経営に参加する予定であり、その一環として、本公開買付けの成立後、対象者に出資する旨の同意

を得ています。なお、本日現在、明賀正一氏による対象者に対する出資の詳細に関して、公開買付者

と明賀正一氏の間で合意している事項はございません。 

なお、明賀正一氏以外の対象者の全ての取締役は、公開買付者との間で、本公開買付け後の対象者

の経営関与に関して合意しておらず、また対象者の全ての監査役は、公開買付者との間で、本公開買

付け後の監査役としての地位継続に関して合意しておりません。 

 

(3) 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等本公開買付けの公

正性を担保するための措置 

① 公開買付者における買付価格の検討 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、対象者の事業及び財務状況、東京証券取引所

における対象者普通株式の株価推移、本公開買付けの成立の見込みについて検討を行いました。対象

者の事業及び財務状況については、買収監査（デューデリジェンス）を通じて対象者が属する市場環

境、対象者の商品や販売促進に関する情報等並びに損益計算書を含む財務情報等に基づき分析しまし

た。また、対象者普通株式の株価推移については、平成23年１月６日を評価基準日とした東京証券取

引所における平成22年12月７日から評価基準日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値（268円、小

数点以下四捨五入）、平成22年10月７日から評価基準日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値

（249円、小数点以下四捨五入）及び平成22年７月７日から評価基準日までの過去６ヶ月間の終値の

単純平均値（257円、小数点以下四捨五入）、並びに過去にマネジメント・バイアウト（MBO）の一環

として行われた公開買付けにおける買付価格に対するプレミアムの水準を参考にいたしました。本公

開買付けの成立の見込みについては、対象者による賛同の可否並びに本公開買付けに対する応募の見

通しを勘案しました。公開買付者は、以上を踏まえた上で、本公開買付けに関する諸条件及び対象者

との協議・交渉の結果に基づいて、最終的に平成23年１月７日に本公開買付価格を314円とすること

を決定いたしました。なお、公開買付者は、本公開買付価格の算定に際して、第三者機関の算定書は

取得しておりません。 

本公開買付価格の314円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である平成23年１月

６日の東京証券取引所における対象者普通株式の終値285円に対して10.2％(小数点以下第二位四捨五

入)、過去１ヶ月間（平成22年12月７日から平成23年１月６日まで）の終値の単純平均値268円(小数

点以下四捨五入)に対して17.2％(小数点以下第二位四捨五入)、過去３ヶ月間（平成22年10月７日か

ら平成23年１月６日まで）の終値の単純平均値249円(小数点以下四捨五入)に対して26.1％(小数点以

下第二位四捨五入)、過去６ヶ月間（平成22年７月７日から平成23年１月６日まで）の終値の単純平

均値257円(小数点以下四捨五入)に対して22.2％(小数点以下第二位四捨五入)のプレミアムをそれぞ

れ加えた金額に相当します。 

また、本公開買付けの対象には本新株予約権も含まれますが、本新株予約権は、対象者もしくは対

象者子会社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして発行されたものです。本新株予約
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権の行使の条件として、新株予約権者は行使時において、対象者もしくは対象者子会社の取締役及び

従業員の地位を有していることを要するものとされ（ただし、取締役が任期満了により退任した場合、

または従業員が定年により退職した場合、また対象者の取締役会が正当な理由があると認めた場合は

除きます。）、また、新株予約権者が本新株予約権を譲渡するときには対象者取締役会の承認を要す

るものとされています。従って、公開買付者が本公開買付けにおいて本新株予約権を取得したとして

も、これを行使できないと解されることから、平成23年１月７日に本新株予約権の買付価格を１個当

たり１円と決定しました。 

 

② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 

対象者プレスリリースによると、対象者は、本公開買付けの妥当性を検討するにあたって、対象者

及び公開買付者から独立した第三者算定機関であり、かつ関連当事者に該当しないみらいコンサル

ティング株式会社（以下「みらいコンサルティング」といいます。）を選任し、本公開買付価格の公

正性を担保することを目的として、みらいコンサルティングに対象者の株式価値の算定を依頼しまし

た。みらいコンサルティングは、対象者の株式価値を算定するにあたって必要となる事業の現況、事

業計画等に関する情報を対象者から取得して説明を受けた上で、これらの情報を踏まえた上で、対象

者の株式価値の算定を行なったとのことです。みらいコンサルティングは、対象者が継続企業である

との前提の下、株式価値について多面的に評価することが適切であるとの考えにより、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「DCF法」といいます。）の各

手法によって、対象者の株式価値の算定を行なっているとのことです。対象者は、平成23年１月５

日、みらいコンサルティングより、株式価値算定書を取得し、同算定書によると上記各手法におけ

る対象者の普通株式１株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとのことです。 

市場株価法 248円から268円 

類似会社比較法 129円から249円 

DCF法  171円から273円 

 

市場株価法では、株価の変動や対象者の業績に関する直近の状況を考慮して、平成23年１月５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ヶ月間の終値の単純平均値267円

及び出来高加重平均値268円、直近３ヶ月間の終値の単純平均値248円及び出来高加重平均値250円並

びに直近６ヶ月間の終値の単純平均値257円及び出来高加重平均値258円を基に、各平均値の下限値と

上限値をレンジとして採用した上で、対象者の普通株式１株当たりの株式価値の範囲を248円から268

円までと算定しているとのことです。 

類似会社比較法では、事業内容・規模・収益性等につき対象者と類似性の認められる上場会社の市

場株価や財務指標との比較を通じて、対象者の普通株式１株当たりの株式価値の範囲を129円から249

円までと算定しているとのことです。 

DCF法では、対象者の事業計画（注）に基づいて将来キャッシュフロー及び事業計画期間終了時点

以降の残存価値を算出し、投資リスクに応じた割引率によってこれらを現在価値に割り戻す方法によ

り、対象者の普通株式１株当たりの株式価値の範囲を171円から273円までと算定しているとのことで

す。 

なお、対象者は、みらいコンサルティングその他の評価機関から対象者の株主にとって本公開買付

価格が財務的見地から妥当である旨の意見書（フェアネスオピニオン）を取得していないとのことで

す。 

（注）みらいコンサルティングがDCF 法の基礎として採用した対象者の事業計画は、平成23年２月

期については売上高約139億円、営業利益約６億円と予想しており、その後新規事業の成長による利
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益貢献等を見込んでおり、平成24年２月期は、売上高約129億円、営業利益約６億円、平成25年２月

期は、売上高約147億円、営業利益約９億円、平成26年２月期は、売上高約160億円、営業利益約13億

円と予想しているとのことです。 

 

③ 第三者委員会の設置 

対象者プレスリリースによると、対象者の取締役会は、本取引に関する対象者の取締役会の意思決

定手続における恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目

的として、平成22年12月６日開催の取締役会において、公開買付者及び対象者から独立した社外有識

者である国谷史朗氏（弁護士）及び佐野哲哉氏（公認会計士）並びに対象者の社外監査役である山奥

正雄氏の３名から構成される第三者委員会に対して、(i)(a)本公開買付けを含む本取引が対象者の企

業価値の向上に資するか、(b)本公開買付けの買付条件（本公開買付価格を含みます。）が妥当である

か、(c)本公開買付けにおいて手続の適正性及び公正性が保たれているか等の観点から、対象者の取

締役会が本公開買付けに対し賛同意見を表明すること及び対象者の株主に対し本公開買付けへの応募

を勧めることは相当か、(ii)本公開買付け後に予定される本スクイーズアウトにおいて、少数株主の

利益への十分な配慮がなされているかについて諮問する旨の決議を行なったとのことです。 

これを受け、第三者委員会は、対象者の取締役会より提出された本取引に関連する資料（第三者算

定機関であるみらいコンサルティングが作成した株式価値算定書を含みます。）を精査するとともに、

MHCP、明賀正一氏、明賀正一氏以外の対象者の取締役、第三者算定機関であるみらいコンサルティン

グに対する質疑応答等を行いました。さらに、第三者委員会は、対象者のフィナンシャルアドバイ

ザーであるKPMG及び対象者のリーガルアドバイザーである伊藤見富法律事務所から対象者の取締役会

の意思決定の方法及び過程について説明を受けた上で、上記諮問事項につき慎重に検討を行ったとの

ことです。かかる検討を踏まえた結果、平成23年１月６日に、第三者委員会は、(i)(a)本公開買付け

を含む本取引が対象者の企業価値の向上に資するものであり、(b)本公開買付けの買付条件（本公開

買付価格を含みます。）が妥当であり、(c)本公開買付けにおいて手続の適正性及び公正性が保たれて

いることから、対象者の取締役会が本公開買付けに対し賛同意見を表明すること及び対象者の株主に

対し本公開買付けへの応募を勧めることは相当であり、(ii)本公開買付け後に予定される本スクイー

ズアウトにおいて、少数株主の利益への十分な配慮がなされているとの結論に至り、同委員会は当該

答申を対象者の取締役会に対して提出したとのことです。 

 

④ 独立したフィナンシャルアドバイザー及びリーガルアドバイザーからの助言 

対象者プレスリリースによると、対象者は、本公開買付けの妥当性を検討するにあたり、フィナン

シャルアドバイザーとして、対象者及び公開買付者から独立した第三者であるKPMGを選任し、本公開

買付けを含む本取引に関する財務的助言について依頼するとともに、リーガルアドバイザーとして、

対象者及び公開買付者から独立した第三者である伊藤見富法律事務所を選任し、本公開買付けを含む

本取引に関する法的助言について依頼しました。対象者は、KPMGの財務的助言及び伊藤見富法律事務

所の法的助言を受けながら、本公開買付けを含む本取引の是非及び本公開買付価格を含む諸条件等に

つき慎重に協議・検討を行い、公開買付者と十分な協議・交渉を行ったとのことです。 
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⑤ 利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認 

対象者プレスリリースによると、対象者は、みらいコンサルティングから取得した株式価値算定書、

第三者委員会から提出された答申、KPMGから得た財務的助言及び伊藤見富法律事務所から得た法的助

言等を踏まえ、本公開買付けを含む本取引が対象者の中長期的な企業価値の向上の観点から最善の選

択肢であり、また、公開買付者との交渉を経て決定された本公開買付けの買付条件（本公開買付価格

を含みます。）が妥当であり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して合理的な株式の売却の

機会を提供するものであると判断し、平成23年１月７日開催の取締役会において、対象者の代表取締

役である明賀正一氏を除く取締役全員の一致で、本公開買付けに賛同の意見を表明すること及び対象

者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を勧めることを決議したとのことです。一方で、本新

株予約権についてはストックオプションとして発行されたものであることから、本新株予約権を本公

開買付けに応募するか否かについては、新株予約権者の皆様の判断に委ねる旨の決議をしたとのこと

です。また、上記取締役会には社外監査役を含む対象者の全ての監査役が審議に参加し、いずれも対

象者の取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明すること及び対象者の株主の皆様に対して本公開

買付けへの応募を勧めることに異議がない旨の意見を述べたとのことです。 

なお、対象者プレスリリースによると、対象者の代表取締役社長である明賀正一氏は、本公開買付

けを含む本取引において、対象者との間で構造的な利益相反状態にあり、特別の利害関係を有するこ

とから、本公開買付けの賛同決議を含む本取引に関して開催された対象者の全ての取締役会における

本取引に係る議案の審議・検討及び決議には一切参加しておらず、また対象者の立場において公開買

付者との協議・交渉にも参加していないとのことです。 

 

⑥ 買付け等の期間を比較的長期に設定 

公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日とし

ております。公開買付期間を比較的長期にすることにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対

する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも対象者の株券等に対して買

付け等を行う機会を確保し、もって、本公開買付価格の適正性を担保しております。また、公開買付

者と対象者は、公開買付者以外の者による買付け等の機会が不当に制限されることがないよう、対象

者が公開買付者の対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当

該対抗的買収提案者が対象者との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意は一切行ってお

らず、上記の公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公

開買付価格の公正性の担保に配慮しております。 

 

⑦ 買付予定数の下限の設定 

公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定の株券等の数の下限（9,231,780株）以上の応募が

あることをその成立の条件としております。買付予定の株券等の数の下限（9,231,780株）は、対象

者が平成22年10月14日に提出した第38期第２四半期報告書に記載された平成22年８月31日現在の対象

者の発行済株式総数14,520,000株（なお、対象者の発行した本新株予約権の対象者普通株式１株当た

りの行使価額（542円）は本公開買付価格（314円）を相当程度上回っており、本新株予約権が行使さ

れ普通株式となる可能性が比較的低いと見込まれるため、同日現在の本新株予約権の目的である対象

者株式の数（259,500株）は加算しておりません。）から、1) 対象者が同日現在所有する自己株式

（721,400株）、2) 本日現在における公開買付者が所有する対象者株式（100株）、及び3) 応募予定

者が所有する対象者の普通株式のうち本公開買付けに応募する旨合意されたもの（合計4,646,580

株）を合計した株式数（5,368,080株）を控除した株式数（9,151,920株）の50.1%の議決権に相当す
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る株式数（4,585,200株）を基礎として、これに応募予定者が所有する対象者の普通株式のうち本公

開買付けに応募する旨合意されたもの（合計4,646,580株）を加算して設定したものです。よって、

公開買付者は、対象者の少数株主の皆様の意思を重視して、本公開買付けに応募する旨の合意をして

いる大株主以外の多数の株主の皆様の賛同が得られない場合には、本公開買付けを行わないこととし

ております。 

 

(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項） 

公開買付者は、本公開買付けによって対象者の発行済株式の全て（ただし、対象者が所有する自己

株式を除きます。）を取得することができなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の方法に

より、公開買付者が対象者の発行済株式の全て（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）

を取得するための手続を実施することを予定しております。 

具体的には、本公開買付けの成立後速やかに、公開買付者は、平成23年５月に開催予定の対象者の

定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、①対象者において普通株式とは別

の種類の株式を発行できる旨の定款の一部変更を行うことにより、対象者を会社法（平成17年法律第

86号。その後の改正を含み、以下「会社法」といいます。）の規定する種類株式発行会社とすること、

②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。）を付すことを内容とする定款の一部変更を行うこと、及び③

対象者の当該株式の全部（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）の取得と引換えに別個

の種類の対象者株式を交付することのそれぞれの議案を本定時株主総会に付議するよう対象者に対し

て要請する予定です。 

また、本定時株主総会において上記①の付議議案に対するご承認をいただき、上記①に係る定款の

一部変更の効力が発生しますと、対象者は会社法の規定する種類株式発行会社となりますが、上記②

に係る定款の一部変更の効力を生じさせるためには、会社法第111条第２項第１号に基づき、本定時

株主総会の上記②に係る決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付される対象者の普通株式

を所有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）の決議が必要

となるため、公開買付者は、対象者に対し、本定時株主総会の開催日と同日を開催日とし、上記②と

同内容の議案を付議議案に含む本種類株主総会の開催を要請する予定です。本公開買付けが成立し本

定時株主総会及び本種類株主総会に上記各議案が上程された場合、公開買付者は、本定時株主総会及

び本種類株主総会において、上記各議案に賛成する予定です。なお、上記の具体的な手続の詳細につ

いては、公開買付者と対象者と協議の上で、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。 

上記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、その全て（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）が対象者に取得されることとなり、

対象者の株主（対象者を除きます。）には当該取得の対価として対象者の別個の種類の対象者の株式

が交付されることになりますが、対象者の株主のうち交付されるべき当該別個の種類の対象者の株式

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条その他の関連法令の定めに従い、

当該端数の合計数（合計した数に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

当該別個の種類の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別個の種類の対象者株式の売却価格については、当該売却の

結果、各株主に交付されることになる金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象

者の普通株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定される予定です。また、全部取得条項が付され

た対象者の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、本日現在において未定

ですが、公開買付者は、対象者に対し、公開買付者が対象者の発行済株式の全て（ただし、対象者が

所有する自己株式を除きます。）を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった公開
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買付者以外の対象者の株主に対して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

なるよう決定することを要請する予定です。 

上記各手続に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定としては、(イ)上記②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条及び第117条その他の関

係法令の定めに従って、株主はその有する株式の買取請求を行うことができる旨が定められており、

また、(ロ)上記③の全部取得条項が付された対象者の株式の全部取得が本定時株主総会において決議

された場合には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、株主は裁判所に対し当該株式の

取得の価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められています。 

公開買付者は、上記各手続に関して、本公開買付け後の公開買付者の対象者株式の所有状況、公開

買付者以外の対象者の株主の対象者株式の所有状況又は関係法令についての当局の解釈等の状況に

よっては、それと概ね同等の効果を有する他の方法の実施を対象者に要請し、また当該実施の要請に

時間を要する可能性があります。ただし、その場合でも、本公開買付けに応募されなかった公開買付

者以外の対象者の株主に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定です。その場合に、

対象者の株主に交付されることになる金銭の額についても、本公開買付価格に当該各株主が所有して

いた対象者の普通株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定される予定です。 

また本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）の手法により行われるものであ

り、対象者の代表取締役社長である明賀正一氏は、中長期的かつ持続的な成長のための施策を実行す

るため、本公開買付け成立後も対象者の経営に参加する予定です。その一環として明賀正一氏は、本

公開買付けの成立後、対象者に出資する予定です。本公開買付け、本スクイーズアウト及び上記出資

の結果、対象者の株主は公開買付者及び明賀正一氏の２名となる予定です。なお、本日現在、明賀正

一氏による対象者に対する出資の詳細に関して、公開買付者と明賀正一氏の間で合意している事項は

ございません。 

なお、本公開買付けは、本定時株主総会及び本種類株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を

勧誘するものでは一切ございません。 

本新株予約権については、本公開買付けが成立したものの、これにより公開買付者が本新株予約権

の全てを取得できず、かつ、本新株予約権が行使されず残存した場合、公開買付者は、対象者に対し

て、本新株予約権の取得、本新株予約権の放棄の勧奨等、本取引の実行に合理的に必要な手続等を要

請する予定であります。 

公開買付者は、上記の手続の実施後に、公開買付者を消滅会社、対象者を存続会社とする吸収合併

を行うことを予定しております。 

 

(5) 上場廃止となる見込み及びその事由 

対象者の普通株式は、現在、東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に上場され

ていますが、公開買付者は、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定していないた

め、本公開買付けの結果次第では、対象者の普通株式は、東京証券取引所及び大阪証券取引所の上場

廃止基準に従い、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、本公開買付けの完了時

点で当該上場廃止基準に該当しない場合でも、その後上記「 （４）本公開買付け後の組織再編等の

方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載のとおり、公開買付者は、本公開買付けの終了後

に、適用ある法令に従い、対象者を完全子会社化とすることを企図していますので、その場合にも、

対象者の普通株式は所定の手続を経て上場廃止になります。なお、対象者の普通株式が上場廃止と

なった場合は、対象者の普通株式を東京証券取引所及び大阪証券取引所において取引することができ

なくなります。 
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２. 買付け等の概要 

(1) 対象者の概要 

① 名 称 株式会社イマージュホールディングス 

② 所 在 地 香川県高松市国分寺町新名694番地１ 

③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 明賀 正一 

④ 事 業 内 容 通信販売事業、不動産賃貸事業及びその他の事業 

⑤ 資 本 金 4,299,220千円 

⑥ 設 立 年 月 日 昭和48年８月17日 

⑦ 
大株主及び持株比率 

（平成22年８月31日現在） 

株式会社ジャスティス 20.66％ 

南保光宏 12.96％ 

南保幸子 4.91％ 

村田有里 3.78％ 

株式会社百十四銀行 3.74％ 

南保正義 1.79％ 

株式会社商工組合中央金庫 1.07％ 

大日本印刷株式会社 0.99％ 

凸版印刷株式会社 0.94％ 

日本証券金融株式会社 0.90％ 

⑧ 
公開買付者と対象者の関係 

（平成23年１月７日現在） 

資 本 関 係
公開買付者は、対象者の発行済株式総数の

0.00％（100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 該当事項はありません。 

関 連 当 事 者 へ

の 該 当 状 況
該当事項はありません。 

 

(2) 買付け等を行う株券等の種類 

① 普通株式 

② 平成 19 年５月 30 日開催の対象者第 34 回定時株主総会及び平成 19 年６月 22 日開催の対象者

取締役会の決議に基づき発行された第６回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。） 

 

(3) 買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間 

平成23年１月11日（火曜日）から平成23年２月22日（火曜日）まで（30営業日） 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

該当事項はありません。 

 

(4) 買付け等の価格 

普通株式  １株につき金314円 

新株予約権 １個につき金１円 
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(5) 買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

 

(1) 普通株式 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、対象者の事業及び財務状況、東京証券取引所

における対象者普通株式の株価推移、本公開買付けの成立の見込みについて検討を行いました。対象

者の事業及び財務状況については、買収監査（デューデリジェンス）を通じて対象者が属する市場環

境、対象者の商品や販売促進に関する情報等並びに損益計算書を含む財務情報等に基づき分析しまし

た。また、対象者普通株式の株価推移については、平成23年１月６日を評価基準日とした東京証券取

引所における平成22年12月７日から評価基準日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値（268円、小

数点以下四捨五入）、平成22年10月７日から評価基準日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値

（249円、小数点以下四捨五入）及び平成22年７月７日から評価基準日までの過去６ヶ月間の終値の

単純平均値（257円、小数点以下四捨五入）、並びに過去にマネジメント・バイアウト（MBO）の一環

として行われた公開買付けにおける買付価格に対するプレミアムの水準を参考にいたしました。本公

開買付けの成立の見込みについては、対象者による賛同の可否並びに本公開買付けに対する応募の見

通しを勘案しました。公開買付者は、以上を踏まえた上で、本公開買付けに関する諸条件及び対象者

との協議・交渉の結果に基づいて、最終的に平成23年１月７日に本公開買付価格を314円とすること

を決定いたしました。なお、公開買付者は、本公開買付価格の算定に際して、第三者機関の算定書は

取得しておりません。 

本公開買付価格の314円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である平成23年１月

６日の東京証券取引所における対象者普通株式の終値285円に対して10.2％(小数点以下第二位四捨五

入)、過去１ヶ月間（平成22年12月７日から平成23年１月６日まで）の終値の単純平均値268円(小数

点以下四捨五入)に対して17.2％(小数点以下第二位四捨五入)、過去３ヶ月間（平成22年10月７日か

ら平成23年１月６日まで）の終値の単純平均値249円(小数点以下四捨五入)に対して26.1％(小数点以

下第二位四捨五入)、過去６ヶ月間（平成22年７月７日から平成23年１月６日まで）の終値の単純平

均値257円(小数点以下四捨五入)に対して22.2％(小数点以下第二位四捨五入)のプレミアムをそれぞ

れ加えた金額に相当します。 

 

(2) 新株予約権 

本公開買付けの対象には本新株予約権も含まれますが、本新株予約権は、対象者もしくは対象者子

会社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして発行されたものです。本新株予約権の行

使の条件として、新株予約権者は行使時において、対象者もしくは対象者子会社の取締役及び従業員

の地位を有していることを要するものとされ（ただし、取締役が任期満了により退任した場合、また

は従業員が定年により退職した場合、また対象者の取締役会が正当な理由があると認めた場合は除き

ます。）、また、新株予約権者が本新株予約権を譲渡するときには対象者取締役会の承認を要するも

のとされています。従って、公開買付者が本公開買付けにおいて本新株予約権を取得したとしても、

これを行使できないと解されることから、平成23年１月７日に本新株予約権の買付価格を１個当たり

１円と決定しました。 



（別添２） 

  13

 

② 算定の経緯 

（買付価格の決定に至る経緯） 

厳しい経営環境の中、対象者は、平成22年２月期にここ数年の収益悪化の主要因であった店舗事業

から撤退し、５期連続の赤字から脱却したものの、当期においては、平成22年９月29日付で公表した

「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の通り、売上高の減少を理由として平成23年２月期第２

四半期（累計）連結業績予想数値を、売上高の減少及びそれに伴う採算の悪化を理由として平成23年

２月期通期連結業績予想数値をそれぞれ下方修正しており、経営としては依然複数の構造的課題を抱

えております。第一に、世界的な金融不安に端を発した個人消費の低迷が大幅に回復することは期待

しづらく、マクロ的な経営環境は更に厳しさを増すことが想定されます。第二に、通信販売業界にお

いては、インターネット通販の台頭により、対象者のコア事業である紙カタログを用いた通信販売は

年々市場が縮小しております。第三に、従来対象者の強みであった「ファッション性を加味した手頃

な価格帯の衣料品」は、同業他社との明確な差別化が困難になってきていることに加えて、新たに国

内外の製造小売業者が進出・台頭していることにより、これまでの優位性を維持することが困難と

なっております。 

こうした中で、対象者は足下の収益を確保するため、ここ数年投資や販売促進費を抑制してきまし

たが、これらの施策による利益の創出は限界に達しており、将来的な成長を描くためには積極的な販

売促進費の投下による新規顧客の獲得や新商品の開発・販売による新しい事業領域への進出が必要な

状況にあります。しかし、これらの施策を実行する場合、販売促進や新規商品開発に伴う費用や支出

の増加が先行する一方で、投資効果検証サイクルを重ねることにより最適な経営資源投下パターンを

見極めるプロセスや、新規商品の開発及び上市後のマーケティングプロセス等が必要であるため、収

益実現には一定の期間を要します。さらに、その効果の発現には不確実性を伴うことから、対象者に

おいて一時的な損益及び財務状況が悪化するリスクを内包しており、短期的には株式市場から十分な

評価を得られず、対象者株主の皆様のご期待に沿えない可能性があります。 

また、実質的な大株主である南保正義氏から、対象者の代表取締役社長である明賀正一氏に対して

応募予定者の所有する対象者株式の売却意向が示されたことにより、対象者における株主構成の再検

討が喫緊の課題として浮上しました。上記の課題を踏まえて、明賀正一氏は、今後の厳しい経営環境

下においては中核的な安定株主が存在することが中長期的な視野に立脚した経営を行っていく上で必

要不可欠になるとの考えに至りました。 

かかる状況下、対象者の代表取締役社長である明賀正一氏は、マネジメント・バイアウト（MBO）

について豊富な経験と実績を有しておりMCDⅢの運営の一部について業務委託を受けているMHCPとの

間で対象者の経営課題及び資本政策について慎重に協議を重ねました。そして、明賀正一氏及びMHCP

は、短期的な業績の変動にとらわれず、中長期的かつ持続的な成長のための施策を実行する体制を整

備し、かつ株主構成の再検討に関する課題に対処する手段として、対象者の経営方針を中長期的に支

援することができる中核的安定株主の下で、マネジメント・バイアウト（MBO）の手法により対象者

株式の非上場化を行うことが最善であるとの協議結果に至り、本提案として、平成22年11月下旬に対

象者に対して意向表明書を提出しました。 

公開買付者は、上記「算定の基礎」に記載のとおり、対象者の事業及び財務状況、東京証券取引所

における対象者普通株式の株価推移、本公開買付けの成立の見込みについて検討を行いました。対象

者の事業及び財務状況については、買収監査（デューデリジェンス）を通じて対象者が属する市場環

境、対象者の商品や販売促進に関する情報等並びに損益計算書を含む財務情報等に基づき分析しまし

た。また、対象者普通株式の株価推移については、平成23年１月６日を評価基準日とした東京証券取

引所における平成22年12月７日から評価基準日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値（268円、小
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数点以下四捨五入）、平成22年10月７日から評価基準日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値

（249円、小数点以下四捨五入）及び平成22年７月７日から評価基準日までの過去６ヶ月間の終値の

単純平均値（257円、小数点以下四捨五入）、並びに過去にマネジメント・バイアウト（MBO）の一環

として行われた公開買付けにおける買付価格に対するプレミアムの水準を参考にいたしました。本公

開買付けの成立の見込みについては、対象者による賛同の可否並びに本公開買付けに対する応募の見

通しを勘案しました。公開買付者は、以上を踏まえた上で、本公開買付けに関する諸条件及び対象者

との協議・交渉の結果に基づいて、最終的に平成23年１月７日に本公開買付価格を314円とすること

を決定いたしました。なお、公開買付者は、本公開買付価格の算定に際して、第三者機関の算定書は

取得しておりません。 

 

（買付価格の公正性を担保し、利益相反を回避するための措置について） 

① 公開買付者における買付価格の検討 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、対象者の事業及び財務状況、東京証券取引所

における対象者普通株式の株価推移、本公開買付けの成立の見込みについて検討を行いました。対象

者の事業及び財務状況については、買収監査（デューデリジェンス）を通じて対象者が属する市場環

境、対象者の商品や販売促進に関する情報等並びに損益計算書を含む財務情報等に基づき分析しまし

た。また、対象者普通株式の株価推移については、平成23年１月６日を評価基準日とした東京証券取

引所における平成22年12月７日から評価基準日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値（268円、小

数点以下四捨五入）、平成22年10月７日から評価基準日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値

（249円、小数点以下四捨五入）及び平成22年７月７日から評価基準日までの過去６ヶ月間の終値の

単純平均値（257円、小数点以下四捨五入）、並びに過去にマネジメント・バイアウト（MBO）の一環

として行われた公開買付けにおける買付価格に対するプレミアムの水準を参考にいたしました。本公

開買付けの成立の見込みについては、対象者による賛同の可否並びに本公開買付けに対する応募の見

通しを勘案しました。公開買付者は、以上を踏まえた上で、本公開買付けに関する諸条件及び対象者

との協議・交渉の結果に基づいて、最終的に平成23年１月７日に本公開買付価格を314円とすること

を決定いたしました。なお、公開買付者は、本公開買付価格の算定に際して、第三者機関の算定書は

取得しておりません。 

本公開買付価格の314円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である平成23年１月

６日の東京証券取引所における対象者普通株式の終値285円に対して10.2％(小数点以下第二位四捨五

入)、過去１ヶ月間（平成22年12月７日から平成23年１月６日まで）の終値の単純平均値268円(小数

点以下四捨五入)に対して17.2％(小数点以下第二位四捨五入)、過去３ヶ月間（平成22年10月７日か

ら平成23年１月６日まで）の終値の単純平均値249円(小数点以下四捨五入)に対して26.1％(小数点以

下第二位四捨五入)、過去６ヶ月間（平成22年７月７日から平成23年１月６日まで）の終値の単純平

均値257円(小数点以下四捨五入)に対して22.2％(小数点以下第二位四捨五入)のプレミアムをそれぞ

れ加えた金額に相当します。 

また、本公開買付けの対象には本新株予約権も含まれますが、本新株予約権は、対象者もしくは対

象者子会社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして発行されたものです。本新株予約

権の行使の条件として、新株予約権者は行使時において、対象者もしくは対象者子会社の取締役及び

従業員の地位を有していることを要するものとされ（ただし、取締役が任期満了により退任した場合、

または従業員が定年により退職した場合、また対象者の取締役会が正当な理由があると認めた場合は

除きます。）、また、新株予約権者が本新株予約権を譲渡するときには対象者取締役会の承認を要す

るものとされています。従って、公開買付者が本公開買付けにおいて本新株予約権を取得したとして
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も、これを行使できないと解されることから、平成23年１月７日に本新株予約権の買付価格を１個当

たり１円と決定しました。 

 

② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 

対象者プレスリリースによると、対象者は、本公開買付けの妥当性を検討するにあたって、対象者

及び公開買付者から独立した第三者算定機関であり、かつ関連当事者に該当しないみらいコンサル

ティングを選任し、本公開買付価格の公正性を担保することを目的として、みらいコンサルティング

に対象者の株式価値の算定を依頼しました。みらいコンサルティングは、対象者の株式価値を算定す

るにあたって必要となる事業の現況、事業計画等に関する情報を対象者から取得して説明を受けた上

で、これらの情報を踏まえた上で、対象者の株式価値の算定を行なったとのことです。みらいコンサ

ルティングは、対象者が継続企業であるとの前提の下、株式価値について多面的に評価することが適

切であるとの考えにより、市場株価法、類似会社比較法及びDCF法の各手法によって、対象者の株式

価値の算定を行なっているとのことです。対象者は、平成23年１月５日、みらいコンサルティング

より、株式価値算定書を取得し、同算定書によると上記各手法における対象者の普通株式１株当たり

の株式価値の範囲は以下のとおりとのことです。 

市場株価法 248円から268円 

類似会社比較法 129円から249円 

DCF法  171円から273円 

 

市場株価法では、株価の変動や対象者の業績に関する直近の状況を考慮して、平成23年１月５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ヶ月間の終値の単純平均値267円

及び出来高加重平均値268円、直近３ヶ月間の終値の単純平均値248円及び出来高加重平均値250円並

びに直近６ヶ月間の終値の単純平均値257円及び出来高加重平均値258円を基に、各平均値の下限値と

上限値をレンジとして採用した上で、対象者の普通株式１株当たりの株式価値の範囲を248円から268

円までと算定しているとのことです。 

類似会社比較法では、事業内容・規模・収益性等につき対象者と類似性の認められる上場会社の市

場株価や財務指標との比較を通じて、対象者の普通株式１株当たりの株式価値の範囲を129円から249

円までと算定しているとのことです。 

DCF法では、対象者の事業計画（注）に基づいて将来キャッシュフロー及び事業計画期間終了時点

以降の残存価値を算出し、投資リスクに応じた割引率によってこれらを現在価値に割り戻す方法によ

り、対象者の普通株式１株当たりの株式価値の範囲を171円から273円までと算定しているとのことで

す。 

なお、対象者は、みらいコンサルティングその他の評価機関から対象者の株主にとって本公開買付

価格が財務的見地から妥当である旨の意見書（フェアネスオピニオン）を取得していないとのことで

す。 

 

③ 第三者委員会の設置 

対象者プレスリリースによると、対象者の取締役会は、本取引に関する対象者の取締役会の意思決

定手続における恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目

的として、平成22年12月６日開催の取締役会において、公開買付者及び対象者から独立した社外有識

者である国谷史朗氏（弁護士）及び佐野哲哉氏（公認会計士）並びに対象者の社外監査役である山奥

正雄氏の３名から構成される第三者委員会に対して、(i)(a)本公開買付けを含む本取引が対象者の企

業価値の向上に資するか、(b)本公開買付けの買付条件（本公開買付価格を含みます。）が妥当である



（別添２） 

  16

か、(c)本公開買付けにおいて手続の適正性及び公正性が保たれているか等の観点から、対象者の取

締役会が本公開買付けに対し賛同意見を表明すること及び対象者の株主に対し本公開買付けへの応募

を勧めることは相当か、(ii)本公開買付け後に予定される本スクイーズアウトにおいて、少数株主の

利益への十分な配慮がなされているかについて諮問する旨の決議を行なったとのことです。 

 これを受け、第三者委員会は、対象者の取締役会より提出された本取引に関連する資料（第三者

算定機関であるみらいコンサルティングが作成した株式価値算定書を含みます。）を精査するととも

に、MHCP、明賀正一氏、明賀正一氏以外の対象者の取締役、第三者算定機関であるみらいコンサル

ティングに対する質疑応答等を行いました。さらに、第三者委員会は、対象者のフィナンシャルアド

バイザーであるKPMG及び対象者のリーガルアドバイザーである伊藤見富法律事務所から対象者の取締

役会の意思決定の方法及び過程について説明を受けた上で、上記諮問事項につき慎重に検討を行った

とのことです。かかる検討を踏まえた結果、平成23年１月６日に、第三者委員会は、(i)(a)本公開買

付けを含む本取引が対象者の企業価値の向上に資するものであり、(b)本公開買付けの買付条件（本

公開買付価格を含みます。）が妥当であり、(c)本公開買付けにおいて手続の適正性及び公正性が保た

れていることから、対象者の取締役会が本公開買付けに対し賛同意見を表明すること及び対象者の株

主に対し本公開買付けへの応募を勧めることは相当であり、(ii)本公開買付け後に予定される本スク

イーズアウトにおいて、少数株主の利益への十分な配慮がなされているとの結論に至り、同委員会は

当該答申を対象者の取締役会に対して提出したとのことです。 

 

④ 独立したフィナンシャルアドバイザー及びリーガルアドバイザーからの助言 

対象者プレスリリースによると、対象者は、本公開買付けの妥当性を検討するにあたり、フィナン

シャルアドバイザーとして、対象者及び公開買付者から独立した第三者であるKPMGを選任し、本公開

買付けを含む本取引に関する財務的助言について依頼するとともに、リーガルアドバイザーとして、

対象者及び公開買付者から独立した第三者である伊藤見富法律事務所を選任し、本公開買付けを含む

本取引に関する法的助言について依頼しました。対象者は、KPMGの財務的助言及び伊藤見富法律事務

所の法的助言を受けながら、本公開買付けを含む本取引の是非及び本公開買付価格を含む諸条件等に

つき慎重に協議・検討を行い、公開買付者と十分な協議・交渉を行ったとのことです。 

 

⑤ 利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認 

対象者プレスリリースによると、対象者は、みらいコンサルティングから取得した株式価値算定書、

第三者委員会から提出された答申、KPMGから得た財務的助言及び伊藤見富法律事務所から得た法的助

言等を踏まえ、本公開買付けを含む本取引が対象者の中長期的な企業価値の向上の観点から最善の選

択肢であり、また、公開買付者との交渉を経て決定された本公開買付けの買付条件（本公開買付価格

を含みます。）が妥当であり、本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して合理的な株式の売却の

機会を提供するものであると判断し、平成23年１月７日開催の取締役会において、対象者の代表取締

役である明賀正一氏を除く取締役全員の一致で、本公開買付けに賛同の意見を表明すること及び対象

者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を勧めることを決議したとのことです。一方で、本新

株予約権についてはストックオプションとして発行されたものであることから、本新株予約権を本公

開買付けに応募するか否かについては、新株予約権者の皆様の判断に委ねる旨の決議をしたとのこと

です。また、上記取締役会には社外監査役を含む対象者の全ての監査役が審議に参加し、いずれも対

象者の取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明すること及び対象者の株主の皆様に対して本公開

買付けへの応募を勧めることに異議がない旨の意見を述べたとのことです。 

なお、対象者プレスリリースによると、対象者の代表取締役社長である明賀正一氏は、本公開買付

けを含む本取引において、対象者との間で構造的な利益相反状態にあり、特別の利害関係を有するこ
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とから、本公開買付けの賛同決議を含む本取引に関して開催された対象者の全ての取締役会における

本取引に係る議案の審議・検討及び決議には一切参加しておらず、また対象者の立場において公開買

付者との協議・交渉にも参加していないとのことです。 

 

⑥ 買付け等の期間を比較的長期に設定 

公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日とし

ております。公開買付期間を比較的長期にすることにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対

する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも対象者の株券等に対して買

付け等を行う機会を確保し、もって、本公開買付価格の適正性を担保しております。また、公開買付

者と対象者は、公開買付者以外の者による買付け等の機会が不当に制限されることがないよう、対象

者が公開買付者の対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当

該対抗的買収提案者が対象者との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意は一切行ってお

らず、上記の公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公

開買付価格の公正性の担保に配慮しております。 

 

⑦ 買付予定数の下限の設定 

公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定の株券等の数の下限（9,231,780株）以上の応募が

あることをその成立の条件としております。買付予定の株券等の数の下限（9,231,780株）は、対象

者が平成22年10月14日に提出した第38期第２四半期報告書に記載された平成22年８月31日現在の対象

者の発行済株式総数14,520,000株（なお、対象者の発行した本新株予約権の対象者普通株式１株当た

りの行使価額（542円）は本公開買付価格（314円）を相当程度上回っており、本新株予約権が行使さ

れ普通株式となる可能性が比較的低いと見込まれるため、同日現在の本新株予約権の目的である対象

者株式の数（259,500株）は加算しておりません。）から、1) 対象者が同日現在所有する自己株式

（721,400株）、2) 本日現在における公開買付者が所有する対象者株式（100株）、及び3) 応募予定

者が所有する対象者の普通株式のうち本公開買付けに応募する旨合意されたもの（合計4,646,580

株）を合計した株式数（5,368,080株）を控除した株式数（9,151,920株）の50.1%の議決権に相当す

る株式数（4,585,200株）を基礎として、これに応募予定者が所有する対象者の普通株式のうち本公

開買付けに応募する旨合意されたもの（合計4,646,580株）を加算して設定したものです。よって、

公開買付者は、対象者の少数株主の皆様の意思を重視して、本公開買付けに応募する旨の合意をして

いる大株主以外の多数の株主の皆様の賛同が得られない場合には、本公開買付けを行わないこととし

ております。 

 

③ 算定機関との関係 

該当事項はありません。 

 

(6) 買付予定の株券等の数 

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

14,058,000 (株) 9,231,780 (株) ―(株)

(注1) 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（9,231,780株）に満たない場合は、応募株券等の全部

の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の

全部の買付け等を行います。 

(注2) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。 
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(注3) 公開買付期間末日までに本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交付

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4) 買付予定数は、本公開買付けにおける公開買付者が取得する可能性のある株券等の数の最大の数

である14,058,000株です。これは、対象者が平成22年10月14日に提出した第38期第２四半期報告書

に記載された平成22年８月31日現在の発行済株式総数（14,520,000株）から、同四半期報告書に記

載された同日現在の対象者が所有する自己株式（721,400株）及び本日現在における公開買付者が

所有する対象者株式（100株）を控除した株式数に、上記四半期報告書に記載された同日現在の本

新株予約権の目的である対象者株式の数（259,500株）を加算した数です。 

(注5) 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。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

己の株式を買い取ることがあります。 

 

(7) 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 
１個

（買付け等前における株券等所有割合 

0.00％）

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 
267個

（買付け等前における株券等所有割合

0.19％）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
140,580個

（買付け等後における株券等所有割合

100.00％）

対象者の総株主等の議決権の数 137,966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（14,058,000株）に

係る議決権の数を記載しております。 

（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、特別関係者が所有する株券

等に係る議決権の数を記載しております。ただし、本公開買付けにおいては、特別関係者の所有株

券等についても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」を分子に加算しておりません。 

（注3） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の平成22年10月14日提出の第38期第２四半期報告書

に記載された平成22年８月31日現在の総株主の議決権の数です。 

ただし、本公開買付けにおいては、本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対象としており、また、単元未満株式についても本公開買付けの対象としてい

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、分母を、対象者の上記四半期報告書に記載された総株主の議決権の数137,966個に

、同四半期報告書に記載された同日現在の本新株予約権の目的である対象者株式の数259,500株に

係る議決権の数（2,595個）及び単元未満株式2,000株に係る議決権の数20個を加えた数140,581個

として計算しています。 

（注4） 「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」は、小数点以

下第三位を四捨五入しています。 

 

(8) 買付代金   4,414百万円 

  （注）「買付代金」は、本公開買付けにおける買付予定数（14,058,000株）に、１株当たりの買付価格

を乗じた金額です。 
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(9) 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 

みずほ証券株式会社    東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

 

② 決済の開始日 

平成23年２月25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、現金にて行います。

買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、決済の開始日以後遅滞なく、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）の指定した場所へ送金するか、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てお支払いします。 

④ 株券等の返還方法 

下記（10）「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（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時の状態に戻します。本新株予約

権については、応募株主等の指示により、譲渡承認書を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おける応募株主等への交付又は応募株主等の住所への郵送により返還

します。 

 

(10) 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下限（9,231,780株）に満たない場合は、応募株券等

の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限以上の場合は、

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号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ及びヌ、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。 

なお、令第14条第１項第３号ヌについては、同号イからリまでに掲げる事由に準ずる事項

として、以下の事項のいずれかに該当する場合をいいます。 

(1)  対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、  

又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合 

(2)  対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合 

また、公開買付期間満了の日の前日までに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。）に
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基づく排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間が満了しない場合、排除措置命令の

事前通知がなされた場合、及び独占禁止法第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号に定

める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがありえます。 

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。た

だし、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、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。ただし、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15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、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15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、応募株券等は当該解除の申出に係る

手続終了後、速やかに上記「（9）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 

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。ただし、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。ただし、訂正の範囲が小
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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、本公開買付けに係る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。)。 

 

(11) 公開買付開始公告日 

平成23年１月11日（火曜日） 

(12) 公開買付代理人 

みずほ証券株式会社    東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

 

３. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し 

上記「１．買付け等の目的等」の「（４）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収

に関する事項）」及び「（５）上場廃止となる見込み及びその事由」をご参照ください。 

 

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 公開買付者と対象者の合意 

対象者は、平成 23 年１月７日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表

明すること及び対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を勧めることを決議し

たとのことです。一方で、本新株予約権についてはストックオプションとして発行されたも

のであることから、本新株予約権を本公開買付けに応募するか否かについては、新株予約権

者の皆様の判断に委ねる旨の決議をしたとのことです。 
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② 公開買付者と対象者の役員の合意 

本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）の手法により行われるもの

であり、対象者の代表取締役社長である明賀正一氏は、中長期的かつ持続的な成長のための

施策を実行するため、本公開買付け成立後も対象者の経営に参加する予定であり、その一環

として、本公開買付けの成立後、対象者に出資する旨の同意を得ています。なお、本日現在、

明賀正一氏による対象者に対する出資の詳細に関して、公開買付者と明賀正一氏の間で合意

している事項はございません。 

また、公開買付者は明賀正一氏から平成 23 年１月５日に１株当たり 270 円（平成 23 年１

月４日の東京証券取引所における対象者普通株式終値）で対象者普通株式 100 株を相対売買

により取得しておりますが、公開買付者及び明賀正一氏は、本公開買付けが成立しなかった

場合、上記対象者普通株式100株を売り戻すことに同意しております。 

 

(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 

  

① 平成23年２月期第３四半期連結決算短信 

対象者は、平成23年１月７日に、東京証券取引所及び大阪証券取引所において平成23年２月期第３

四半期連結決算短信を公表しております。当該公表に基づく、対象者の連結損益状況等は以下のとお

りです。なお、当該内容につきましては、法第193条の２の規定に基づく監査法人の監査を受けてお

りません。また、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、公開

買付者はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際かかる検証を行って

おりません。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照下さい。 

 

 

イ．損益の状況（連結） 

決算年月 
平成23年２月期 

（第38期第３四半期） 

売上高（千円） 10,955,383 

売上原価（千円） 4,304,465 

販売費及び一般管理費（千円） 6,109,270 

営業外収益（千円） 25,462 

営業外費用（千円） 98,546 

四半期純利益（千円） 389,776 

 

ロ．１株当たりの状況（連結） 

決算年月 
平成23年２月期 

（第38期第３四半期） 

１株当たり四半期純利益（円） 28.25 

１株当たり配当額（円） ― 

１株当たり純資産額（円） 403.65 

 

（注）対象者によれば、対象者は、本公開買付けに係る公開買付期間中に、法第24条の４の７第

１項及び令第４条の２の10第３項の規定に基づき平成22年11月末日経過後45日以内に、平

成23年２月期（第38期）第３四半期（自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30日）に

係る四半期報告書を提出する予定とのことです。 
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② 株主優待制度の廃止 

対象者の平成 23 年１月７日付「株主優待制度の廃止に関するお知らせ」によれば、対象者は、

平成 23 年１月７日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、平成 23 年

２月期より株主優待制度を廃止することを決議したとのことです。 
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