
 

平成 23 年２月 10 日 

各   位  

会 社 名 富士火災海上保険株式会社 

代表者名 代表執行役会長 近藤 章 

（コード番号  8763  東証・大証第一部） 

問合せ先 経営企画部長 深水 邦彦 

（ＴＥＬ：03-5550-4807） 

 

支配株主の子会社であるチャーティス･ジャパン･キャピタル･カンパニー・エルエルシー

による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 

 

 当社は、本日開催の当社取締役会において、以下のとおり、チャーティス･ジャパン･

キャピタル･カンパニー・エルエルシー（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

賛同を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募されることを推奨する

旨、及び新株予約権に関して本公開買付けに応募するか否かについては、新株予約権の新

株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨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、下記「１．公開買付者の概要」の「（８）上場会社と公開

買付者の関係」のうち「資本関係」の項において記載のとおり、当社を連結子会社として

いるアメリカン・インターナショナル・グループ・インク（英語名：American 

International Group, Inc.。以下「AIG」といいます。）及びチャーティス・インク（英

語名：Chartis, Inc.。以下「チャーティス」といい、チャーティス傘下のグループ会社

を総称して「チャーティスグループ」といいます。）が本公開買付け及びその後の一連の

手続を経て当社を完全子会社化することを企図していること、及び当社が AIG 及びチャー

ティスの完全子会社となった場合には当社の普通株式が上場廃止となる予定であることを

前提として行われたものです。 

記 

 

１．公開買付者の概要 

（１） 名 称 
チャーティス･ジャパン･キャピタル･カンパニー・エルエルシー 

（CHARTIS JAPAN CAPITAL COMPANY, LLC） 

（２） 所 在 地 

アメリカ合衆国 19808 デラウェア州ウィルミントン市センタービ

ル・ロード 2711 スイート 400 

（2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 

19808, U.S.A.） 

（３） 代表者の役職・氏名 取締役兼 CEO 兼プレジデント ホゼ・Ａ・ヘルナンデス 

（４） 事 業 内 容 

デラウェア州有限責任会社法上リミテッド・ライアビリティー・

カンパニーがそれを目的として組成されることができる全ての適

法な事業を行い、全ての適法な目的を推進し、全ての適法な行為

に従事すること（但し、銀行業（デラウェア州法タイトル８、

126 条の定義による）を除く） 

（５） 資 本 金 1,000 米ドル 
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（６） 設 立 年 月 日 平成 23年１月 26日 

（７） 大株主及び持株比率 

ナショナル・ユニオン・ファイヤー・インシュアランス・カンパ

ニー・オブ・ピッツバーグ・ピーエー 

（National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, 

Pa.） 

100% 

（８） 上場会社と公開買付者の関係 

 資 本 関 係 

該当事項はありません。 

なお、米国を本拠とする AIG 傘下で米国及び米国外の損害保険事

業を行うチャーティスが公開買付者の持分の全てを間接的に保有

しており、チャーティスの子会社である、①チャーティス・ノン

ライフ・ホールディング・カンパニー・ジャパン・インク（英語

名：Chartis Non-Life Holding Company (Japan), Inc.、チャー

ティスの間接出資比率 100％）、②チャーティス・ファー・イー

スト・ホールディングス株式会社（チャーティスの間接出資比率

100％）及び③チャーティス・ヨーロッパ・エスエイ（英語名：

Chartis Europe S.A.、チャーティスの間接出資比率 100％）（以

下①ないし③の三社を「チャーティスグループ既存株主」といい

ます。）は、それぞれ当社の普通株式を①270,444,000 株（株式

所有割合（注１）：38.62％）、②70,300,000 株（株式所有割

合：10.04％）及び③42,000,000 株（株式所有割合：6.00％）保

有しており、チャーティスグループ既存株主合計で、

382,744,000 株（株式所有割合：54.66％）を保有しており、AIG

及びチャーティスは、当社を連結子会社としております。 

 
人 的 関 係 

公開買付者の取締役であるホゼ・Ａ・ヘルナンデス及びデービッ

ド・Ｗ・ジューニアスは、当社の取締役を兼務しております。 

 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 

当社は、公開買付者の持分の全てを間接的に保有しているチャー

ティスの子会社であり、公開買付者は、当社と親会社を共通にす

る関連当事者に該当します。 

（注１） 当社が平成 22 年 11 月 26 日に提出した第 94 期第２四半期報告書に記載された平成 22 年９月 30 日現在の発行

済株式総数（700,239,075 株）に対して、所有株式数が占める割合を、「株式所有割合」といい、その計算に

おいて小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

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、本日開催の当社取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、本

公開買付けに賛同を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募される

ことを推奨する旨、及び新株予約権に関して本公開買付けに応募するか否かについては、

新株予約権の新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨を決議いたしました。 

なお、当該取締役会決議は、下記「（５）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 利害関係のない取締役全員の承認」記載の方法により決議されております。 
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（２）意見の根拠及び理由 

①本公開買付けの概要 

公開買付者は、AIG 傘下で米国及び米国外の損害保険事業を行うチャーティスが、

本日現在においてその持分の全てを間接的に保有し、当社の普通株式及び新株予約権

を取得することを目的として、米国デラウェア州有限責任会社法に基づき設立された

会社です。上記「１．公開買付者の概要」の「（８）上場会社と公開買付者の関係」

のうち「資本関係」の項において記載のとおり、チャーティスの子会社である、

チャーティスグループ既存株主は、合計 382,744,000 株（株式所有割合：54.66％）

のチャーティスグループ既存株主保有株式を保有しており、AIG 及びチャーティスは、

当社を連結子会社としております。 

公開買付者は、この度、チャーティスグループ既存株主と併せて、当社の発行済株

式（以下「当社株式」といいます。）の全て（当社が保有する自己株式を除きま

す。）及び新株予約権の全てを取得し、当社を AIG 及びチャーティスの完全子会社と

すること（以下「本完全子会社化」といいます。）を最終的な目的として、本公開買

付けを実施することを決定したとのことです。本公開買付けにおいては、買付予定数

の上限及び下限は設定されておりません。 

 

②本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由 

(ｲ)AIG 及びチャーティスの沿革、事業の概要 

公開買付者の最上位の親会社である AIG は、世界最大級のネットワークを通じて個

人・法人のお客様に生命保険を含めたあらゆる保険商品･サービスを提供する世界の

保険業界のリーダーであり、その普通株式は、ニューヨーク、東京、アイルランドの

各証券取引所に上場されています。また、チャーティスは、AIG の損害保険事業部門

として、世界 160 以上の国や地域において 4,500 万以上のお客様に損害保険や損害保

険関連サービスを提供しています。チャーティスの平成 21 年の総保険料収入は約 405

億ドル（約３兆 3,600 億円;83 円/ﾄﾞﾙ）です。チャーティスは、日本においては、当

社のほか、３つの保険会社を通じて営業活動を行っています。 

・昭和 21 年に AIU 保険会社が損害保険事業を開始いたしました。 

・昭和 35 年にはアメリカンホーム保険会社が損害保険事業免許を取得し、その後

昭和 57 年には同社が国内初の傷害保険の通信販売の認可を取得いたしました。 

・平成３年には株式会社ジェイティービーとの合弁保険会社として旅行傷害保険を

主たる販売保険商品とするジェイアイ傷害火災保険株式会社をスタートいたしました。 

AIG 及びチャーティスは、国内最大の外資系損害保険グループとして、「日本初」

「業界初」の新商品や新サービスを導入し、日本の社会に世界の安心を提供してまい

りました。 

なお、AIG は、平成 20 年の世界金融危機により米国政府からの公的支援を受けてお

りましたが、平成 23 年１月 14 日、米国財務省、ニューヨーク連邦準備銀行（以下

「NY 連銀」といいます。）等と、既に発表された資本再構成計画を実行に移したこと

を発表しました。同計画には、NY 連銀クレジット・ファシリティに基づく約 210 億ド

ルの借入の完済及び複数の枠組みで行われていた公的支援を普通株式による支援とい

う形に転換することが含まれており、これにより米国財務省は AIG の普通株式の約

92％を保有することになります。AIG は、米国財務省が自己の AIG 株式を市場の状況

に従い、経時的に売却すると予測しています。 
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(ﾛ)当社の沿革、事業の概要 

当社は、大正７年の創業以来、大阪を本社とした中堅の損害保険会社として日本に

おける社会生活の安定と企業の健全な発展に貢献してきました。また、平成８年には、

富士生命保険株式会社を 100％子会社として設立しました。当社は、平成 12 年以降の

日本の損害保険業界の統合の流れには参加せず、チャーティスグループとの提携によ

り経営基盤を固めるという独自の戦略を取ってきました。特に、チャーティスグルー

プが主として都市部にそのフランチャイズを持つこととは対照的に、当社は地方を含

めた全国をカバーするネットワークを維持してきました。当社グループのコーポレー

トビジョンは、身近で頼れるプロフェッショナルとして、すべてのお客様に革新的な

商品と最高品質のサービスを提供することです。 

 

(ﾊ)当社と AIG 及びチャーティスの関係 

当社と AIG 及びチャーティスは、当社と AIU 保険会社が平成 12 年９月に業務提携

契約を締結し、当社が AIU 保険会社から保険商品の提供を受けるなどの業務提携関係

に入っております。平成 14 年３月に、AIG 及びチャーティスが、そのグループ会社を

通じて当社の発行済株式の約 22％を取得することによる資本参加を実施して以来、業

務、資本の両面において友好な関係を構築してまいりました。当社は、AIU 保険会社

から提供されたグループ傷害保険商品と販売ノウハウを活用し、現在では、AIU 保険

会社から提供された保険商品が当社の主要商品のひとつと位置づけられるほどの規模

にまで伸びてきました。 

 

(ﾆ)本完全子会社化の必要性 

当社は、平成 20 年の世界金融危機により運用資産に影響を受け、平成 21 年３月期

において約 900 億円の有価証券評価損を認識しました。これに伴う資本の毀損に対し

て、チャーティスは、平成 20 年 12 月及び平成 21 年１月に、総額約 158 億円の当社

の第三者割当増資を引き受け、さらに、平成 22 年３月にも同様に約 135 億円の当社

の第三者割当増資を引き受け、当社の資本増強の援助を行いました。以降、当社は、

人件費を含む経費の削減を実施し、また運用資産のうちリスク性の資産を国債等の安

全資産に順次移しかえる努力を行い、相当の成果をあげています。しかしながら、生

命保険子会社の成長が連結ベースの保険料収入に寄与しているものの、当社自身の損

害保険料収入の減少には歯止めがかけられず、引き続き経費削減が当社にとって重要

な施策になっています。また、当社は、前述の平成 21 年３月期における有価証券評

価損の計上に際して、運用資産に関する税務上の簿価と会計上の簿価の差異等により

生じる税効果を将来回収できる見込みであることを前提に繰延税金資産を増加させま

した（その結果、他の原因で発生した繰延税金資産と合わせ、繰延税金資産の純額は、

平成 21 年３月期においては 814 億円（同時点の純資産額は 451 億円）、平成 22 年３

月期においては 682 億円（同 1,089 億円）、平成 22 年９月中間期においては 680 億

円（同 1,097 億円）となっております。）。近時は、金融市場の回復等に支えられ財

務内容は向上しているものの、純資産額の過半を将来回収可能として認識している繰

延税金資産で支えており、同業他社と比較し資本の脆弱性が否めない状況です。繰延

税金資産の回収可能性を維持･向上させるためには事業利益を拡大させる必要がある

と公開買付者は考えておりますが、運用資産を安全資産に移し替えていることから資
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産運用収益は安定化するものの低下せざるを得ず、保険引受収益をさらに高めていく

ことが必須であるという構造になっています。現在の経営は、経費削減をしながら保

険引受収益を拡大させるべく業務構造を変えていくという大変難しい業務運営が強い

られています。また、平成 23 年度においては、法人税率が引き下げられる可能性が

高く、法人税率引き下げ決定の際には将来の回収額が減額されることから、繰延税金

資産の計上金額のうち一部を減額せざるをえないリスクも抱えていると公開買付者は

考えております。 

 

公開買付者は、国内損害保険業界は、日本経済の低迷とともに成長が鈍化し、今後

も人口減少の影響を大きく受けると予想しております。実際、平成 20 年３月期には

約８兆 973 億円（注２）あった元受正味保険料が、平成 21 年３月期には約７兆 8,842

億円（注２）と 2.6％減少し、平成 22 年３月期には約７兆 7,646 億円（注２）とさら

に 1.5％減少しました。また、国内損害保険料収入の約 60％（注２）を占める自動車

保険の損害率が悪化し、多くの会社でコンバインドレシオ（損害率と事業費率の和）

が 100％を超過するなど、収益面でも厳しい状況となっていると公開買付者は考えて

おります。このような状況を反映し、国内損害保険業界においては大手３社（東京海

上ホールディングス株式会社、MS&AD インシュアランス グループ ホールディングス

株式会社、ＮＫＳＪホールディングス株式会社）への統合が進み、大手３社で国内市

場の約 84％（注２）を占める超寡占状態になりました。大手３社各社はそれぞれグ

ループ内の統合を進めることによりさらにコスト競争力を高めるとともに、国内にお

ける生保事業の拡大と海外進出により、生き残りを図っています。また、国際的な保

険規制改革の議論が進展し、国際財務報告基準（IFRS）や EU ソルベンシーII の導入

が予想され、資本強化施策がますます必要となっている状況にあります。 

（注２）インシュアランス損害保険・統計号に記載された業界統計に基づき、チャー

ティスグループで算出した数値を記載しております。 

 

損害保険業界のお客様である個人や企業も新しい課題やリスクに直面しています。

個人のお客様は、人口の高齢化等の世の中の変化に伴い新しいリスクに直面するとと

もに自助努力の必要性がますます高まってきています。また、これまでの規制緩和や

IT の発展により、より多くの保険商品がより多くのチャネルから購入できるようにな

り、自らの意思でリスクを評価しながら自分に最も合った保険商品を購入するという

必要性が大きくなってきています。日本企業においても、国内需要の成熟と新興国の

発展に対応し、これまでの大企業だけでなく中堅中小企業まで海外進出を含めた海外

事業の比率が高まり、対象国における事業リスクへの対策が必要になっている一方、

大企業には、海外の複数国に所在する事業とそのリスクを有機的に運営し管理する必

要がますます大きくなっています。 

 

このような環境変化により、当社の広範囲に及ぶ代理店の販売力は、チャーティス

のリテール・マーケティングに関する専門知識、商品の幅及び世界的規模の損害保険

のインフラによって強化されると公開買付者は考えております。当社が、身近で頼れ

るプロフェッショナルとしてお客様に最も適切な商品やサービスを提供することが、

ますます期待されています。すなわち、損害保険業界がこのような新しいステージを



 

 - 6 - 

迎えている事業環境は、当社及びチャーティスにとって大きなビジネスチャンスの到

来であると公開買付者は考えております。 

 

当社がこれらの変化をチャンスとし成功するためには、その事業運営システムや営

業インフラに相当額の投資を適切かつ専門的なノウハウを持って行う必要があると公

開買付者は考えております。具体的には、戦略的なシステム投資などを通じた業務効

率化により変化に対応する体力を高め、機動的な新商品開発や販売チャネル戦略を実

施することにより、当社に高い成長を実現する可能性があると考えております。しか

しながら、上記のような当社をとりまく厳しい事業環境からは、当社が単独でそのよ

うな投資を行うことは容易ではないと当社及び公開買付者は考えております。 

 

こうした中、当社とチャーティスは、平成 22 年３月の第三者割当増資以降、当社

の企業価値向上施策とチャーティスグループへの統合施策について継続的に協議を重

ねつつ実施してまいりました。その結果、当社とチャーティスは、このような変化す

る市場環境に対応していくため、当社がそのフランチャイズを維持しつつチャーティ

スの完全子会社となり、チャーティスのグローバルな経営資源やチャーティスの持つ

ブランド力、信用力、資本力を当社が最大限活用し、併せて、上場会社のままではな

しえないような事業構造改革を行い、機動的かつ迅速な組織体制を構築することが、

当社の経営基盤を安定させさらなる成長を実現する最善策であるとの結論に至りまし

た。当社及び公開買付者は、かかる戦略は、当社ひいてはチャーティスの企業価値を

最大化させると考えております。 

 

(ﾎ)本公開買付け後の経営方針 

チャーティスは、当社のブランド力を高く評価しており、現時点において、本完全

子会社化完了後に当社の社名を変更する予定はないとのことです。また、チャーティ

スは、当社の現経営陣の取組み及び戦略を支持しており、早急に現経営陣を変更する

予定はないとのことです。さらに、チャーティスは、当社の販売チャネルの販売力を

評価しており、お客様に対する対面でのサービスを大事にし、トップ・クオリティの

解決策をご提供できるよう努めていく予定であるとのことです。 

 

上述のとおり、損害保険業界は新しいステージを迎えておりますが、かかる事業環

境は、当社及びチャーティスにとって大きなビジネスチャンスの到来であると考えて

おります。公開買付者を含むチャーティスグループは、このような変動する市場環境

に対応していくため、当社がその顧客・営業基盤及びブランドを維持しつつチャー

ティスの完全子会社として、チャーティスのグローバルな経営資源及びチャーティス

の持つブランド力、信用力、資本力を有効活用し、競争力の強化を図り、当社ひいて

はチャーティスの総合的な企業価値を向上させることを目指すとのことです。 

 

以上のとおり、当社は、本公開買付けを含む本完全子会社化は当社の企業価値向上に

資すると確信しており、また、下記「（５）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

「②当社による独立した第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニ

オンの取得」に記載の株式価値算定書及びフェアネス・オピニオン並びに「③社外取締
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役による検討・交渉及び報告・意見の答申」に記載の報告及び答申等を踏まえ、本公開

買付けにおける当社株式の買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）そ

の他本公開買付けの諸条件は、当社の株主の皆様に対して合理的な当社株式売却の機会

を提供するものであると判断いたしました。なお、新株予約権はいずれもストック・オ

プションとして発行されたものであり、その権利行使条件に照らすと、公開買付者が本

公開買付けにより新株予約権を取得したとしても、これを行使できないおそれがあるこ

とから、新株予約権については第三者算定機関から価値算定書又は買付価格の妥当性に

関する意見書を取得しておらず、新株予約権の買付価格の妥当性についての検証は行っ

ておりません。 

 

以上から、当社取締役会は、本公開買付けに賛同を表明するとともに、当社の株主の

皆様が本公開買付けに応募されることを推奨する旨、及び新株予約権に関して本公開買

付けに応募するか否かについては、新株予約権の新株予約権者の皆様のご判断に委ねる

旨を決議いたしました。 

 

なお、当社は、平成 23 年３月期の期末配当を行う予定はありません。 

 

（３）上場廃止となる見込み及びその事由 

当社普通株式は、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けを行う株券等の数に

上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所及び大阪証

券取引所の定める上場廃止基準に従って、当社普通株式は、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、当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立

後に、下記「（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）」に記載の各手続を実行することとなった場合には、当社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になります。

なお、上場廃止後は、当社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。また、下記「（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）」に記載の各手続が実行される場合、全部取得条

項が付された当社普通株式の取得対価として交付されることとなる別の種類の当社の株

式の上場申請は行われない予定です。 

 

（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） 

本公開買付けにより、公開買付者がチャーティスグループ既存株主保有株式以外の当

社の発行済株式の全て（当社が保有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場

合には、公開買付者は、以下の方法により、公開買付者及びチャーティスグループ既存

株主が当社の発行済株式の全て（当社が保有する自己株式を除きます。）を取得し、本

完全子会社化を実施することを企図しております。 

具体的には、本公開買付けが成立した後、公開買付者は、当社が種類株式発行会社に

該当するため、①当社の定款の一部を変更し、当社において普通株式及び第一種優先株

式とは別の種類の当社の株式を発行できるものとすること、②当社の定款の一部を変更

し、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。以下同じです。）を付すこと、及び③当社が全
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部取得条項が付された当社普通株式の全部（当社が保有する自己株式を除きます。）を

取得し、当該取得と引換えに普通株式及び第一種優先株式とは別の種類の当社の株式を

交付すること等の議案を平成 23 年６月に開催予定の当社定時株主総会（以下「本定時

株主総会」といいます。）に上程すること、並びに上記①及び②の議案を含む当社普通

株式の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、上記本定時

株主総会と併せて「本定時株主総会等」といいます。）を本定時株主総会の開催日と同

日に開催することを当社に要請する予定とのことです。当社は、かかる要請に応じて、

本定時株主総会等を開催することを検討しております。 

なお、公開買付者は、上記の本定時株主総会等において上記各議案に賛成する予定と

のことです。また、公開買付者は、チャーティスグループ既存株主との間で、共同して

当社の株主としての議決権その他の権利を行使することについて合意していないとのこ

とですが、チャーティスグループ既存株主の全ての持分を間接的に保有するチャーティ

スは、本完全子会社化を推進する立場から、チャーティスグループ既存株主に対して本

定時株主総会等において上記各議案に賛成するよう指示する予定とのことであり、

チャーティスグループ既存株主は、かかる親会社の要請に応じて上記各議案に賛成する

予定とのことです。 

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

付された普通株式とされた上で、全て当社に取得され、当社の株主（当社を除きま

す。）の皆様には当該取得の対価として普通株式及び第一種優先株式とは別の種類の当

社の株式が交付されることとなりますが、交付されるべき当該当社の株式の数に１株に

満たない端数がある株主に対しては、会社法第 234 条その他の関係法令の定めに従って、

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。）に相当する当該当社の別の種類の株式を売却すること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当社の別の種類の株

式の売却の結果、各株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該各株

主が所有していた当社普通株式の数を乗じた価格と同一になるよう当社において算定さ

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

る当社の株式の種類及び数は、本日現在未定ですが、AIG 及びチャーティスによる本完

全子会社化を実現するため、公開買付者は当社に対して、公開買付者及びチャーティス

グループ既存株主が上記交付及び取得の後に当社の発行済株式の全てを保有することと

なるよう、本公開買付けに応募されなかった当社の株主（チャーティスグループ既存株

主の全部又は一部を除きます。）の皆様に対し交付しなければならない当社の株式の数

が１株に満たない端数となるよう要請する予定とのことです。 

上記①ないし③の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、(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、株主がその有する株式の

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

付された株式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会社法第 172 条その

他の関係法令の定めに従って、株主が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おります。なお、これらの(イ)又は(ロ)の方法による１株当た

りの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断することとなります。 

なお、当社取締役会は、本公開買付けに賛同する立場から、本公開買付けにおける公

開買付期間（以下「公開買付期間」といいます。）が延長されない限り、当社における
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事務対応の軽減及び当社株主の混乱回避を目的として、本種類株主総会の基準日の設定

公告を公開買付期間中に行い、当該基準日を（本定時株主総会の基準日と同一の日であ

る）平成 23年３月 31 日とすることを検討しております。 

公開買付期間が延長された場合等の本公開買付け開始後の状況により、平成 23 年３

月 31 日より後の日を基準日として、本定時株主総会とは別の日に臨時株主総会及び本

種類株主総会を開催し、上記①ないし③の議案を上程することとする等、株主総会及び

本種類株主総会の基準日、日程等については、チャーティスと協議の上変更される可能

性があります。 

また、上記①ないし③の手続については、関係法令についての当局の解釈等の状況並

びに本公開買付け後の公開買付者の株券等所有割合及び当社の株主の皆様の当社普通株

式の保有状況等によって、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可能性があり

ます。ただし、その場合でも、公開買付者は、公開買付者及び当社以外の当社の株主の

皆様に対して最終的に金銭を交付する方法の採用を予定しているとのことです。この場

合における当該当社の株主の皆様に交付する金銭の額についても、特段の事情がない限

り、本公開買付価格を基準として算定する予定とのことです。 

以上の場合における具体的な手続及びその実施時期については、チャーティスと協議

の上、決定次第、速やかに公表します。 

また、新株予約権については、本公開買付けが成立したものの、公開買付者が新株予

約権の全てを取得できなかった場合には、公開買付者は、当社に対して、新株予約権の

放棄の勧奨等、新株予約権を消滅させるために必要な手続を要請する予定とのことです。 

 

本完全子会社化が完了した後においては、チャーティスグループ内での当社株式の保

有比率の調整を含め、適切な組織再編を検討していく可能性があるとのことですが、現

時点で具体的に予定している事項はありません。 

 

なお、本公開買付けは、上記の本定時株主総会等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ありません。また、本公開買付けへの応募又は上記の各手続にお

ける税務上の取扱いについては、株主の皆様が各位において自らの責任にて税務専門家

にご確認ください。 

 

（５）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 

当社は、本日現在において AIG 及びチャーティスの連結子会社であり、また公開買付

者と当社の人事的な関係並びに AIG 及びチャーティスと当社の業務上の継続的な関係を

勘案し、当社及び公開買付者は、本公開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として、以

下に述べる措置を講じております。 

 

①公開買付者によ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 

公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保することを目的として、本公開買付

価格を決定するにあたり、公開買付者及び当社から独立した第三者算定機関としての

フィナンシャル・アドバイザーである野村證券株式会社（以下「野村證券」といいま

す。）から平成 23 年２月９日に提出された株式価値算定書（以下「野村證券算定
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書」といいます。算定基準日：平成 23 年２月９日）及び日興コーディアル証券株式

会社（以下「日興コーディアル証券」といいます。）から平成 23 年２月９日に提出

された株式価値算定書（以下「日興算定書」といいます。算定基準日：平成 23 年２

月９日）を参考にしたとのことです。なお、公開買付者は、野村證券及び日興コー

ディアル証券から、本公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネス・オピニオ

ン）を取得していないとのことです。 

 

野村證券が用いた手法は、市場株価平均法、類似会社比較法及び配当割引モデル分

析法（以下「DDM 法」といいます。）であり、各々の手法により算定された当社の普

通株式の１株当たりの価値は、以下の通りであるとのことです。 

 

（a）市場株価平均法：112 円～113 円 

市場株価平均法では、平成 23 年２月９日を基準日として、東京証券取引所市

場第一部における当社の普通株式の、直近６ヶ月間の終値平均値 112 円（小数点

以下四捨五入）、直近３ヶ月間の終値平均値 113 円（小数点以下四捨五入）、直

近１ヶ月間の終値平均値 113 円（小数点以下四捨五入）、直近１週間の終値平均

値 113 円（小数点以下四捨五入）、及び基準日終値 112 円を基に、当社の普通株

式の１株当たりの価値は、112 円～113円と分析しております。 

 

（b）類似会社比較法：69 円～167 円 

類似会社比較法では、当社と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株

価や財務指標等との比較を通じて、当社の株式価値を算定し、当社の普通株式の

１株当たりの価値は、69 円～167 円と分析しております。 

 

（c）DDM 法：123 円～153 円 

DDM 法とは、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。）の一種であり、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等

を考慮した後の株主に帰属する利益を当社の資本コストで現在価値に割り引いて

当社の株式価値を分析する手法であり、これにより当社の普通株式の１株当たり

の価値は、123 円～153 円と分析しております。 

 

日興コーディアル証券が用いた手法は、市場株価法、DDM 法、類似上場会社比較法

であり、各々の手法により算定された当社の普通株式の１株当たりの価値は、以下の

通りであるとのことです。 

 

（a）市場株価法：113 円 

市場株価法では、平成 23 年２月９日を基準日として、東京証券取引所市場第

一部における当社の普通株式の、直近１ヶ月間の終値平均値 113 円、直近３ヶ月

間の終値平均値 113 円を基に、当社の普通株式の１株当たりの価値は、113 円と

分析しております。 
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（b）DDM 法：138 円～149 円 

DDM 法とは DCF 法の一種であり、一定の資本構成を維持するために必要な内部

留保等を考慮した後の株主に帰属する利益を当社の資本コストで現在価値に割り

引いて当社の株式価値を分析する手法であり、これにより当社の普通株式の１株

当たりの価値は、138 円～149円と分析しております。 

 

（c）類似上場会社比較法：123 円～130 円 

当社と事業内容等が類似する上場会社を選定し、類似会社に係る一定の株価等

に対する財務数値の倍率を、当社の財務数値に適用して株式価値を評価し、１株

当たりの価値は、123 円～130円と分析しております。 

 

公開買付者は、上記の算定結果を参考に、当社株式の市場株価の動向、過半数を有

する株主が完全子会社化を意図して行った株券等の公開買付けの事例において市場価

格に付与されたプレミアムの実例、当社による本公開買付けへの賛同の可否及び本公

開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、当社との協議・交渉の結果等も踏まえ

て、本公開買付価格を１株当たり 146円と決定したとのことです。 

なお、本公開買付価格である１株当たり 146 円は、公開買付者による本公開買付け

の開始についての公表日の前営業日である平成 23 年２月９日の東京証券取引所市場

第一部における当社の普通株式の普通取引終値 112 円に対して 30.36％（小数点以下

第二位を四捨五入、以下本項の％の数値において同じ。）、過去１ヶ月間（平成 23

年１月 11 日から平成 23 年２月９日まで）の普通取引終値の単純平均値 113 円（小数

点以下切捨て、以下本項の円の数値において同じ。）に対して 29.20％、過去３ヶ月

間（平成 22 年 11 月 10 日から平成 23 年２月９日まで）の普通取引終値の単純平均値

113 円に対して 29.20％、過去６ヶ月間（平成 22 年８月 10 日から平成 23 年２月９日

まで）の普通取引終値の単純平均値 112 円に対して 30.36％のプレミアムをそれぞれ

加えた金額となります。 

また、本公開買付けの対象となる新株予約権は、当社の取締役又は使用人等に対す

るストックオプションとして発行されたものであり、新株予約権の権利行使にかかる

条件として、当社の役員又は使用人等の地位と関連した条件が設けられており（注

３）、また、新株予約権の新株予約権者が、新株予約権を譲渡（本公開買付けにおけ

る売付けを含みます。）するには、当社の取締役会の承認を要するものとされており

ます。当該条件及び規定により、公開買付者は、本公開買付けにより当該新株予約権

を買い付けたとしても、これを行使できないと解されることから、当該新株予約権の

買付価格は１個当たり１円と決定しております。 

 

（注３）平成 18 年 10 月発行新株予約権（従業員等向）の新株予約権者は、権利行

使時において当社の従業員又は当社の子会社の常勤取締役、常勤監査役若しくは従

業員の地位にあることを要すること（但し、任期満了による退任、定年退職その他

正当な理由による場合には、退任または退職後２年間（但し、平成 23 年 10 月 31

日を超えることはない。）は、新株予約権の行使を認められています。）とされて

います。 

また、平成 18 年 10 月発行新株予約権（取締役・執行役向）及び平成 19 年 11 月

発行新株予約権の新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役及び執行役の
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地位にあることを要すること（但し、任期満了による退任、その他正当な理由によ

る場合には、行使期間終了時まで新株予約権の行使を認められています。）とされ

ています。 

さらに、平成 19 年６月発行新株予約権、平成 20 年６月発行新株予約権及び平成

21 年５月発行新株予約権の新株予約権者が当社の取締役、執行役及びそれに準じる

地位を喪失した日の翌日から起算して 10 日以内（但し、各新株予約権ごとに一定

の期限が設けられています。）に限り新株予約権を行使することができることとさ

れています。 

以上のとおり、公開買付者は、本公開買付けにより、新株予約権を取得しても、

これを行使できないと解されます。 

 

②当社による独立した第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオ

ンの取得 

当社取締役会は、公開買付者から提示された本公開買付価格の評価を行うにあたり、

その意思決定過程の公正性を担保すべく、公開買付者及び当社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ドイツ証券株式会社（以下「ドイツ証

券」といいます。）をフィナンシャル・アドバイザーとして選任し、当社の株式価値

の算定を依頼し、当社株式価値算定書を平成 23 年２月９日付けで取得しております。

また、当社取締役会は、当社株式価値算定書に加え、本公開買付価格に係るフェアネ

ス・オピニオンを平成 23 年２月９日付けで取得しました。ドイツ証券は、フェアネ

ス・オピニオンを、記載された前提条件その他の一定の条件の下に、当社取締役会に

よる本公開買付価格の評価に関連して、かかる評価のための参考資料とする目的のた

めに当社取締役会に提出しております。ドイツ証券より取得したフェアネス・オピニ

オンは、当社の株主の皆様が本公開買付けに関していかなる行動をとるべきかについ

て、当社の株主の皆様に対して何ら推奨を行うものではありません。フェアネス・オ

ピニオンに適用される前提条件等については、（注４）の記載を併せてご参照くださ

い。 

ドイツ証券は、当社から事業の現状及び将来の計画等の資料を取得して説明を受け、

それらの情報を踏まえて、一定の前提条件の下で当社の株式価値を算定いたしました。 

当社株式価値算定書では、当社が継続企業であるとの前提の下、市場株価法及び

DCF 法を用いた総合的判断により、当社の株式価値を算定しております。 

市場株価法は、当社普通株式の株式市場における株価を基に株式価値を評価する手

法であり、上場企業の株式価値評価における客観的な評価手法であると考え、採用し

ております。市場株価法では、評価基準日を平成 23 年２月８日として、当社普通株

式の東京証券取引所における評価基準日までの１ヶ月間の出来高加重平均株価（114

円）、３ヶ月間の出来高加重平均株価（114 円）、12 ヶ月間の出来高加重平均株価

（122 円）に基づき、当社普通株式の１株当たりの株式価値を 114 円～122 円と算定

しております。DCF 法は、企業の将来キャッシュフロー（収益力）に基づく評価手法

であるため、継続企業（ゴーイング・コンサーン）の評価を行う上で適した手法であ

ると考え、採用しております。DCF 法では、当社の将来キャッシュフローを、一定の

割引率で現在価値に割り引くことによって株式価値を分析し、当社普通株式の１株当

たりの株式価値を 129 円～152 円と算定しております。なお、DCF 法に基づく株式価

値算定の基礎とされた事業計画等において、大幅な増減益は見込まれておりません。 
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なお、新株予約権の価値の算定又は買付価格の妥当性に関しては、当社はドイツ証

券より意見書を取得しておりません。 

 

（注４）ドイツ証券は、当社株式価値算定書及びフェアネス・オピニオン（以下

「本意見等」といいます。）を述べるにあたり、検討された財務情報又は財務予測

を含め、当社のいかなる情報（一般に公開され入手可能であるか、当社から提供さ

れたかを問いません。）について、その正確性及び完全性について独自に検証する

責任を負っておらず、また独自に検証しておりません。したがって、本意見等を述

べるにあたって、ドイツ証券は、あらゆる情報がすべて正確かつ完全であることを

前提とし、その正確性及び完全性に依拠しています。また、ドイツ証券は当社のい

かなる資産及び負債の実査を行っておらず、かつ、当社のいかなる資産又は負債の

独自の評価又は査定を行っておりません。さらに、本公開買付けによる当社に対す

る財務的影響の分析及びその予測を含め、当社からドイツ証券に提供され、その分

析に利用された財務予測について、ドイツ証券は、それらが合理的な根拠に基づい

て作成されており、かつ当社の入手可能な予測及び判断を反映したものであること

を前提としております。本意見等を述べるにあたり、ドイツ証券は、当該分析ない

し予測又はそれらを基礎付ける前提事項の合理性について何らの意見も表明してお

りません。ドイツ証券の本意見等は、平成 23 年２月８日現在において有効な経済、

市場及びその他条件、並びにドイツ証券が同日までに入手した情報に基づいており

ます。本意見等の表明及び分析の後の事象ないし状況により、本意見等が影響を受

けることがありますが、ドイツ証券は、本意見等を修正、変更又は再確認する義務

を負うものではありません。 

本意見等を述べるについて、ドイツ証券は、当社が、本公開買付けの手続上履行さ

れるべき全ての遵守事項及び合意事項を履行し、本公開買付けを完了するための当

社に対するすべての条件及び義務が免除されることなく満足されていることを前提

としております。また、ドイツ証券は、本公開買付けの完了に関連して要求される

すべての重要な政府、規制当局及びその他の者（以下「当局等」といいます。）の

承認及び許認可が取得されていること、並びに、必要とされる当局等の承認及び許

認可ないし命令、又は当社が当事者である契約が変更、修正若しくは放棄されたこ

とにより、当社に重大な悪影響を与えるものではないこと、当社にとっての本公開

買付けの利益を重大に縮減させることとなるような制限、規制若しくは条件を課す

こととならないこと、又は本公開買付けにより期待される利益が大幅に変更、修正

若しくは放棄されるものではないことを前提としております。 

ドイツ証券は、法務、税務、当局等による規制等の事項にかかる専門家ではなく、

これらの事項に関しては、当社は、それぞれの専門家であるアドバイザーの助言に

依拠する必要があります。 

本意見等は、当社に対し、本公開買付価格が当社普通株式の株主にとって財務的見

地から公正であるか否かについての意見を表明するにとどまり、当社の株主に対し

て、本公開買付けへの応募を勧奨するものではありません。また、ドイツ証券は当

社に対し、本公開買付けに賛同すべきか否かについて何ら意見を述べるものではあ

りません。 
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さらに、ドイツ証券は当社の発行する有価証券その他の金融商品への投資を勧奨す

る権限を与えられておらず、かつ勧奨をしておりません。 

ドイツ証券は、本公開買付けの公表又は完了以降の当社の株価について何ら意見を

述べるものではありません。 

ドイツ証券は、本公開買付けに関し、当社のフィナンシャル・アドバイザーであり、

かかるサービスの対価として、手数料を受領いたします。当該手数料の一部は本公

開買付けの成立を条件としております。ドイツ証券は、ドイツ銀行 AG の関係会社

（以下、その関係会社と総称して「DB グループ」といいます。）です。DB グルー

プの１又は複数のメンバーが、現在又は将来に当社及び公開買付者又はその関連会

社に対して投資銀行業務、商業銀行業務（信用供与を含みます。）及びその他の金

融サービスを提供している又は提供する可能性があり、また、これらのサービスの

提供に対して対価を受領している又は将来受領する可能性があります。通常の業務

の過程において、DB グループのメンバーが、自己勘定又は顧客勘定により、当社

の株式、社債券等の有価証券を積極的に取引する可能性があります。DB グループは、

随時、かかる有価証券についてロング･ポジション又はショート・ポジションを有

する場合があります。 

 

③社外取締役による検討・交渉及び報告・意見の答申 

当社は、公開買付者からの本公開買付けを含む本完全子会社化に関する提案に対し、

意思決定過程の恣意性を排除して公正性、透明性及び客観性を高めることにより、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益の観点から検討及び交渉した上で意思決定する

ことを目的として、当社の親会社で支配株主たる AIG 及びチャーティス並びに公開買

付者と利害関係を有しておらず、チャーティスグループ既存株主及び公開買付者と本

公開買付応募契約（後に定義する。）を締結するオリックス株式会社（以下「オリッ

クス」といいます。）を除く当社の一般株主と利益が相反しない当社の社外取締役で

ある宮原明氏及び岩村充氏（以下「本社外取締役」と総称します。）に対し、(ⅰ)

チャーティスから当社取締役会に対して提示された、本公開買付けにかかる提案（以

下「本件提案」といいます。）の当否について、金融商品取引法、会社法その他適用

法令並びに東京証券取引所及び大阪証券取引所が定める各種規則に照らし検討を行う

こと、(ⅱ)前項の検討並びに本件提案及び本件提案にかかる取引の適法性及び妥当性

を担保するため、当社社外取締役の立場において、本件提案その他関連事項に関し公

開買付者と交渉を行うこと、(ⅲ)本取締役会において、前２項の検討並びに交渉の経

緯及び結果を報告すること、(ⅳ)東京証券取引所上場規程第 441 条の２第１項及び大

阪証券取引所企業行動規範に関する規則第 12 条の２第１項に基づき、本完全子会社

化を企図した本公開買付けに関して公表する上記当社意見を決定することが少数株主

にとって不利益なものとならないか否かについて、当社取締役会に対し意見を答申す

ること、という４つの事項を委嘱いたしました。本件提案の当否についての検討は、

本公開買付けの条件の是非のほか、本公開買付けを含む本完全子会社化により、

チャーティスグループによって当社発行済株式の全てが取得されることが、当社の保

険契約者、株主、従業員、取引先その他のステークホルダーの利益に照らし、現状に

比し、当社の企業価値の向上に資するかという点についての検討も含みます。 

本社外取締役が上記委嘱事項を遂行するにあたり、弁護士法人 曾我・瓜生・糸賀

法律事務所が本社外取締役独自のリーガル・アドバイザーとして選任され、本社外取
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締役は、同法律事務所から法的助言を受けながら、本公開買付けを含む本完全子会社

化に関連する資料を精査するとともに、複数回に亘って、公開買付者及びその関係者

との協議・交渉を行うとともに、当社のフィナンシャル・アドバイザーであるドイツ

証券から提出された株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンについて説明を受け

たうえで質疑応答を重ね、さらに本社外取締役間での協議を行いました。 

かかる手続を経て、本取締役会において、本社外取締役から公開買付者との交渉の

経緯が説明された後、当社取締役会に対して、(ⅰ)本公開買付けは、本完全子会社化

の一環をなす取引であって、当社に対しチャーティスのグローバルな経営資源等を最

大限活用できる体制を提供するとともに、機動的かつ迅速な経営体制を構築すること

によって当社の経営基盤を安定させ経営の成長を図り競争力を強化することを目的と

するものであるところ、かかる目的は正当であり、支配株主が少数株主の利益の犠牲

のもとに利益を図る目的その他の不当な目的は認められないこと、(ⅱ)本公開買付価

格を含む本公開買付けの諸条件は、少数株主の利益に配慮して行動した本社外取締役

が公開買付者との間で真摯に協議・交渉を行った上で最終的に決定されていること、

(ⅲ)本公開買付価格の公正性その他の本公開買付けの諸条件が公正であることは、上

記(ⅱ)に加えて独立した第三者算定機関であるドイツ証券からフェアネス・オピニオ

ンを取得することによって確認できていること、(ⅳ)本公開買付けを含む本完全子会

社化は、当社の保険契約者、株主、従業員、取引先その他のステークホルダーの利益

に照らし、現状に比し、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益に資するものであ

ること等、諸般の事情を総合考慮した結果、本公開買付けに対して公表する当社意見

は少数株主にとって不利益なものではなく、また、本公開買付け後に実施する本完全

子会社化に係る一連の手続も当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の報告

がなされました。また、かかる報告に併せて、上記と同様の意見が答申されました。

なお、上記(ⅱ)の本公開買付けの諸条件に関連して、本公開買付期間が 28 営業日と

されていることについては、公開買付けの法定の最短期間に比べれば十分に長期間が

確保されていること、当社と公開買付者との間で当社が公開買付者の対抗者となり得

る者と接触することを禁止する等の対抗買付けの機会を実質的に阻害するような合意

は一切なされていないこと、また、本公開買付期間を 30 営業日まで延長することを

要請した場合には、本定時株主総会における議決権を行使し得る者と本定時株主総会

時点での実際の株主が異なることから、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）」に記載の各手続に関する株主総会決議を

得られるかどうかが不安定となり、却って本公開買付けに応募せずに株式を保有し続

けた株主の意思形成を歪めるおそれもあること等から、本公開買付期間を 28 営業日

とすることも合理性がある旨の意見が本社外取締役より述べられています。また、本

公開買付けでは買付予定数に下限が設けられていませんが、株主の適切な判断機会の

確保という観点からは、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）」に記載の各手続において、本完全子会社化にあたって株

式の買取請求及び株式の取得価格決定申立てを行う機会が確保されることに加え、公

開買付者との交渉経緯を踏まえて決定された本公開買付価格を含む本公開買付けにか

かるその他の諸条件を総合的に判断すれば、なお本公開買付けの諸条件は妥当なもの

であるとの意見も本社外取締役より述べられています。 

当社取締役会は、本公開買付けを含む本完全子会社化について特別の利害関係を有

する又は特別の利害関係を有するおそれのある取締役（下記「⑤利害関係のない取締



 

 - 16 - 

役全員の承認」参照）を除いた当社取締役全員が出席した本取締役会において、上記

の本社外取締役からの本公開買付けに関する報告・答申を踏まえて慎重に審議した結

果、上述のとおり、(a)独立した第三者評価機関であるドイツ証券から株式価値算定

書及びフェアネス・オピニオンを取得していること、(b)当社が独立した外部アドバ

イザーであるドイツ証券及び西村あさひ法律事務所から本公開買付けの諸手続や取締

役会の意思決定方法・過程等について助言を受けていること、また、(c)本社外取締

役が当社取締役会から本件提案の検討と公開買付者との交渉等を委嘱され、当社の保

険契約者、株主、従業員、取引先その他のステークホルダーの利益という観点から委

嘱事項を遂行したこと、(d)かかる検討・交渉を行うにあたり、本社外取締役が独立

した外部アドバイザーである弁護士法人 曾我・瓜生・糸賀法律事務所から助言を受

けるとともに、ドイツ証券から当社に提出された株式価値算定書及びフェアネス・オ

ピニオンの内容について説明を受け、ドイツ証券との間で質疑応答も十分になされて

いること、(e)公開買付者との間で、少数株主の利益にも配慮して真摯に交渉が行わ

れたことを考慮して、上記「（２）意見の根拠及び理由」の「②本公開買付けに賛同

するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、本取締役会に参加した取締

役全員一致で、本公開買付けに賛同するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付け

に応募されることを推奨する旨、及び新株予約権に関して本公開買付けに応募するか

否かについては、新株予約権の新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨を決議いたし

ました。 

 

④独立した法律事務所からの助言 

当社取締役会は、本公開買付けを含む本完全子会社化の提案に対する意思決定に慎

重を期し、西村あさひ法律事務所を当社取締役会独自のリーガル・アドバイザーとし

て選任し、同法律事務所から、かかる意思決定の方法及び過程等に関する法的助言を

受けました。 

また、上記のとおり、弁護士法人 曾我・瓜生・糸賀法律事務所が本社外取締役独

自のリーガル・アドバイザーとして選任され、本社外取締役は、同法律事務所から、

公開買付者からの提案の検討及び公開買付者との交渉等に関して法的助言を受けまし

た。 

 

⑤利害関係のない取締役全員の承認 

本公開買付けに対する賛同を表明する旨の決議を行った本取締役会に関して、佐藤

康洋氏、ホゼ・Ａ・ヘルナンデス氏、デービッド・Ｗ・ジューニアス氏及び渡辺治子

氏はチャーティスグループ既存株主であるチャーティス・ファー・イースト・ホール

ディングス株式会社の取締役を兼務しており、菅谷一郎氏は、チャーティスの間接的

な完全子会社であるチャーティス・ビジネス・パートナーズ株式会社の取締役を兼務

しており、ジェフリー・Ｌ・ヘイマン氏はチャーティスのシニア バイス プレジデン

ト・最高総務責任者を兼務しているため、何れも本公開買付けを含む本完全子会社化

について特別の利害関係を有すること又は特別の利害関係を有するおそれがあること

に鑑み、その審議及び決議には参加しておりません。他方、上記６名の取締役以外の

当社取締役全員が本取締役会に出席し、その審議及び決議に参加の上、全員一致で本

公開買付けに対する賛同を表明する旨の決議が行われました。 
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３．公開買付者と当社の株主・取締役等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 

公開買付者は、当社の主要株主であるオリックス（所有株式数：108,768,000 株、株式

所有割合：15.53％）との間で、平成 23 年２月 10 日付けで、同社が保有する当社株式の

全てを、本公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約（以下「本公開買付応募契約」と

いいます。）を締結しております。オリックスは、当社の取締役会による賛同意見表明決

議が撤回された場合、公開買付者に本公開買付応募契約上の重大な義務の違反があった場

合等には、本公開買付応募契約上の応募の義務を負いませんが、本公開買付けにおいては

買付予定数の下限を設定しておりませんので、公開買付者は、オリックスが応募の義務を

負わない場合でも、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

また、チャーティスグループ既存株主は、公開買付者との間で、チャーティスグループ

既存株主保有株式（382,744,000 株）について本公開買付けに応募しないことを合意して

いますので、公開買付者は、本公開買付けにより、チャーティスグループ既存株主保有株

式（382,744,000 株）を取得いたしません。 

 

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 

（１）本公開買付け後の方針等 

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「（３）上場廃止

となる見込み及びその事由」及び「（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）」をご参照ください。 

 

（２）今後の業績の見通し 

本公開買付けが当社の業績に与える影響については、確定し次第速やかにお知らせい

たします。 

 

９．支配株主との取引等に関する事項 

本公開買付けは、支配株主との取引等に該当します。当社が、平成 22 年 12 月 27 日に

開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際に

おける少数株主の保護の方策に関する指針」（以下「少数株主保護指針」といいます。）

に関する本公開買付けの適合状況は以下のとおりです。 
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当社は、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「（５）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」に記載のとおり、本公開買付けに関し、公正性を担保し、

利益相反を回避する措置を講じておりますが、かかる対応は、「他の資本関係のない会社

と取引を行う場合と同様、公正な市場価格に基づき適正かつ適法に」行う旨の取引方針及

び「業務執行における経営判断の独立性を確保し、牽制機能を働かせる経営体制」を内容

とする少数株主保護方針に適合するものであると考えております。 

また、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「（５）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「③社外取締役による検討・交渉及び報告・意見の答

申」に記載のとおり、本取締役会において、本社外取締役から公開買付者との交渉の経緯

が説明された後、当社取締役会に対して、(ⅰ)本公開買付けは、本完全子会社化の一環を

なす取引であって、当社に対しチャーティスのグローバルな経営資源等を最大限活用でき

る体制を提供するとともに、機動的かつ迅速な経営体制を構築することによって当社の経

営基盤を安定させ経営の成長を図り競争力を強化することを目的とするものであるところ、

かかる目的は正当であり、支配株主が少数株主の利益の犠牲のもとに利益を図る目的その

他の不当な目的は認められないこと、(ⅱ)本公開買付価格を含む本公開買付けの諸条件は、

少数株主の利益に配慮して行動した本社外取締役が公開買付者との間で真摯に協議・交渉

を行った上で最終的に決定されていること、(ⅲ)本公開買付価格の公正性その他の本公開

買付けの諸条件が公正であることは、上記(ⅱ)に加えて独立した第三者算定機関であるド

イツ証券からフェアネス・オピニオンを取得することによって確認できていること、(ⅳ)

本公開買付けを含む本完全子会社化は、当社の保険契約者、株主、従業員、取引先その他

のステークホルダーの利益に照らし、現状に比し、当社の企業価値の向上及び株主共同の

利益に資するものであること等、諸般の事情を総合考慮した結果、本公開買付けに対して

公表する当社意見は少数株主にとって不利益なものではなく、また、本公開買付け後に実

施する本完全子会社化に係る一連の手続も当社の少数株主にとって不利益なものではない

旨の意見が答申されました。 

 

 

（参考）平成 23 年２月 10 日付「富士火災海上保険株式会社株式に対する公開買付けの開

始に関するお知らせ」 

 

以  上 
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平成23年2月10日 

各 位 

会 社 名 チャーティス・ジャパン・キャピタル・カンパニー・エルエルシー 

代表者名 取締役兼CEO兼プレジデント ホゼ・A・ヘルナンデス 

 

 

富士火災海上保険株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

チャーティス・ジャパン・キャピタル・カンパニー・エルエルシー（以下「公開買付者」又は「当社」といいま

す。）は、平成23年2月10日、以下のとおり、富士火災海上保険株式会社（コード番号：8763、東京証券取引所、

大阪証券取引所、以下「対象者」といいます。）の普通株式及び新株予約権を公開買付け（以下「本公開買付け」

といいます。）により取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

1．買付け等の目的等 

（1）本公開買付けの概要 

公開買付者は、米国を本拠とするアメリカン・インターナショナル・グループ・インク（英語名：American 

International Group, Inc.。以下「AIG」といいます。）傘下で米国及び米国外の損害保険事業を行うチャー

ティス・インク（英語名：Chartis, Inc.。以下「チャーティス」といい、チャーティス傘下のグループ会社を

総称して「チャーティスグループ」といいます。）が、現在においてその持分の全てを間接的に保有し、対象

者の普通株式及び新株予約権を取得することを目的として、米国デラウェア州有限責任会社法に基づき設立さ

れた会社です。チャーティスの子会社である、①チャーティス・ノンライフ・ホールディング・カンパニー・

ジャパン・インク（英語名：Chartis Non-Life Holding Company (Japan), Inc.、チャーティスの間接出資比

率 100％）、②チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社（チャーティスの間接出資比率

100％）及び③チャーティス・ヨーロッパ・エスエイ（英語名：Chartis Europe S.A.、チャーティスの間接出

資比率 100％）（以下①ないし③の三社を「チャーティスグループ既存株主」といいます。）は、それぞれ対

象者の普通株式を①270,444,000 株（株式所有割合（注 1）：38.62％）、②70,300,000 株（株式所有割合：

10.04％）及び③42,000,000 株（株式所有割合：6.00％）保有しており、チャーティスグループ既存株主合計

で、382,744,000 株（株式所有割合：54.66％。以下「チャーティスグループ既存株主保有株式」といいま

す。）を保有しており、AIG及びチャーティスは、対象者を連結子会社としております。 

 

公開買付者は、この度、チャーティスグループ既存株主と併せて、対象者の発行済株式（以下「対象者株

式」といいます。）の全て（対象者が保有する自己株式を除きます。）及び以下のイないしへ記載の発行済新

株予約権の全て（以下「本新株予約権」と総称します。）を取得し、対象者を AIG 及びチャーティスの完全子

会社とすること（以下「本完全子会社化」といいます。）を最終的な目的として、本公開買付けを実施するこ

とを決定いたしました。本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限は設定しておりません。 

 

イ 平成18年6月23日開催の対象者定時株主総会及び平成18年8月29日開催の対象者取締役会の決議

に基づき発行された新株予約権（以下「平成 18 年 10 月発行新株予約権（従業員等向）」といいま

す。） 

ロ 平成 18 年 8 月 29 日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「平成 18 年

10月発行新株予約権（取締役・執行役向）」といいます。） 

ハ 平成19年5月18日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「平成19年6

月発行新株予約権」といいます。） 

ニ 平成19年 10月 31日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「平成19年



 

 - 2 - 

11月発行新株予約権」といいます。） 

ホ 平成20年5月19日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「平成20年6

月発行新株予約権」といいます。） 

へ 平成21年5月20日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「平成21年5

月発行新株予約権」といいます。） 

 

なお、対象者によれば、対象者は、本日開催の対象者の取締役会（以下「本対象者取締役会」といいま

す。）において、後記「（3）買付け等の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「③社外取締役による検討・交渉及び報告・意見の答

申」に記載の通り、対象者の親会社で支配株主たる AIG 及びチャーティス並びに公開買付者と利害関係を有し

ておらず、チャーティスグループ既存株主及び公開買付者と本公開買付応募契約（後に定義します。）を締結

するオリックス株式会社（所有株式数：108,768,000 株、株式所有割合：15.53％、以下「オリックス」といい

ます。）を除く対象者の一般株主と利益が相反しない対象者の社外取締役である宮原明氏及び岩村充氏（以下

「本社外取締役」と総称します。）からの本公開買付けに関する報告・答申を踏まえて慎重に審議した結果、

本公開買付けに賛同を表明するとともに、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募されることを推奨する旨、

及び本新株予約権に関して本公開買付けに応募するか否かについては、本新株予約権の新株予約権者の皆様の

ご判断に委ねる旨の決議を行ったとのことです。 

 

公開買付者は、対象者の主要株主であるオリックスとの間で、本日付けで、同社が保有する対象者株式の全

てを、本公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約（以下「本公開買付応募契約」といいます。）を締結し

ております。オリックスが保有する対象者株式の数及びチャーティスグループ既存株主保有株式の数の合計数

に係る株式所有割合は 70.19％です。 

 

また、チャーティスグループ既存株主は、公開買付者との間で、チャーティスグループ既存株主保有株式

（382,744,000 株）について本公開買付けに応募しないことを合意していますので、公開買付者は、本公開買

付けにより、チャーティスグループ既存株主保有株式（382,744,000株）を取得いたしません。 

 

（注1） 対象者が平成22年11月26日に提出した第94期第2四半期報告書に記載された平成22年9月30日現在の発行済株式総数

（700,239,075株）に対して、所有株式数が占める割合を、「株式所有割合」といい、その計算において小数点以下第

三位を四捨五入しております。 

 

（2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針 

① AIG及びチャーティスの沿革、事業の概要 

公開買付者の最上位の親会社であるAIGは、世界最大級のネットワークを通じて個人・法人のお客様に生

命保険を含めたあらゆる保険商品･サービスを提供する世界の保険業界のリーダーであり、その普通株式は、

ニューヨーク、東京、アイルランドの各証券取引所に上場されています。また、チャーティスは、AIG の損

害保険事業部門として、世界 160 以上の国や地域において 4,500 万以上のお客様に損害保険や損害保険関

連サービスを提供しています。チャーティスの平成21年の総保険料収入は約405億ドル（約3兆3,600億

円;83 円/ドル）です。チャーティスは、日本においては、対象者のほか、3 つの保険会社を通じて営業活

動を行っています。 

・ 昭和21年にAIU保険会社が損害保険事業を開始いたしました。 

・ 昭和 35 年にはアメリカンホーム保険会社が損害保険事業免許を取得し、その後昭和 57 年には同社

が国内初の傷害保険の通信販売の認可を取得いたしました。 

・ 平成 3 年には株式会社ジェイティービーとの合弁保険会社として旅行傷害保険を主たる販売保険商

品とするジェイアイ傷害火災保険株式会社をスタートいたしました。 
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AIG 及びチャーティスは、国内最大の外資系損害保険グループとして、「日本初」「業界初」の新商品や

新サービスを導入し、日本の社会に世界の安心を提供してまいりました。 

 

なお、AIG は、平成 20 年の世界金融危機により米国政府からの公的支援を受けておりましたが、平成 23

年 1月14日、米国財務省、ニューヨーク連邦準備銀行（以下「NY連銀」といいます。）等と、既に発表さ

れた資本再構成計画を実行に移したことを発表しました。同計画には、NY 連銀クレジット・ファシリティ

に基づく約 210 億ドルの借入の完済及び複数の枠組みで行われていた公的支援を普通株式による支援とい

う形に転換することが含まれており、これにより米国財務省は AIG の普通株式の約 92％を保有することに

なります。AIGは、米国財務省が自己のAIG株式を市場の状況に従い、経時的に売却すると予測しています。 

 

② 対象者の沿革、事業の概要 

対象者は、大正7年の創業以来、大阪を本社とした中堅の損害保険会社として日本における社会生活の安

定と企業の健全な発展に貢献してきました。また、平成8年には、富士生命保険株式会社を100％子会社と

して設立しました。対象者は、平成 12 年以降の日本の損害保険業界の統合の流れには参加せず、チャー

ティスグループとの提携により経営基盤を固めるという独自の戦略を取ってきました。特に、チャーティ

スグループが主として都市部にそのフランチャイズを持つこととは対照的に、対象者は地方を含めた全国

をカバーするネットワークを維持してきました。対象者グループのコーポレートビジョンは、身近で頼れ

るプロフェッショナルとして、すべてのお客様に革新的な商品と最高品質のサービスを提供することとさ

れています。 

 

③ 対象者とAIG及びチャーティスの関係 

AIG 及びチャーティスと対象者は、AIU保険会社と対象者が平成 12年 9月に業務提携契約を締結し、AIU

保険会社から保険商品を提供するなどの業務提携関係に入っております。平成 14 年 3 月に、AIG 及び

チャーティスが、そのグループ会社を通じて対象者の発行済株式の約 22％を取得することによる資本参加

を実施して以来、業務、資本の両面において友好な関係を構築してまいりました。AIU 保険会社が提供した

グループ傷害保険商品と販売ノウハウを活用し、現在では、AIU 保険会社から提供された保険商品が対象者

の主要商品のひとつと位置づけられるほどの規模にまで伸ばしてきました。 

 

④ 本完全子会社化の必要性 

対象者は、平成20年の世界金融危機により運用資産に影響を受け、平成21年3月期において約900億円

の有価証券評価損を認識しました。これに伴う資本の毀損に対して、チャーティスは、平成 20 年 12 月及

び平成 21 年 1 月に、総額約 158 億円の対象者の第三者割当増資を引き受け、さらに、平成 22 年 3 月にも

同様に約 135 億円の対象者の第三者割当増資を引き受け、対象者の資本増強の援助を行いました。以降、

対象者は、人件費を含む経費の削減を実施し、また運用資産のうちリスク性の資産を国債等の安全資産に

順次移しかえる努力を行い、相当の成果をあげています。しかしながら、生命保険子会社の成長が連結

ベースの保険料収入に寄与しているものの、対象者自身の損害保険料収入の減少には歯止めがかけられず、

引き続き経費削減が対象者にとって重要な施策になっています。また、対象者は、前述の平成 21 年 3 月期

における有価証券評価損の計上に際して、運用資産に関する税務上の簿価と会計上の簿価の差異等により

生じる税効果を将来回収できる見込みであることを前提に繰延税金資産を増加させました（その結果、他

の原因で発生した繰延税金資産と合わせ、繰延税金資産の純額は、平成 21 年 3 月期においては 814 億円

（同時点の純資産額は 451 億円）、平成 22 年 3 月期においては 682 億円（同 1,089 億円）、平成 22 年 9

月中間期においては 680 億円（同 1,097 億円）となっております。）。近時は、金融市場の回復等に支え

られ財務内容は向上しているものの、純資産額の過半を将来回収可能として認識している繰延税金資産で

支えており、同業他社と比較し資本の脆弱性が否めない状況です。繰延税金資産の回収可能性を維持･向上
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させるためには事業利益を拡大させる必要があると公開買付者は考えておりますが、運用資産を安全資産

に移し替えていることから資産運用収益は安定化するものの低下せざるを得ず、保険引受収益をさらに高

めていくことが必須であるという構造になっています。現在の経営は、経費削減をしながら保険引受収益

を拡大させるべく業務構造を変えていくという大変難しい業務運営が強いられています。また、平成 23 年

度においては、法人税率が引き下げられる可能性が高く、法人税率引き下げ決定の際には将来の回収額が

減額されることから、繰延税金資産の計上金額のうち一部を減額せざるをえないリスクも抱えていると公

開買付者は考えております。 

 

公開買付者は、国内損害保険業界は、日本経済の低迷とともに成長が鈍化し、今後も人口減少の影響を大

きく受けると予想しております。実際、平成20年 3月期には約 8兆 973億円（注2）あった元受正味保険

料が、平成21年 3月期には約7兆8,842億円（注2）と2.6％減少し、平成22年 3月期には約7兆7,646

億円（注 2）とさらに 1.5％減少しました。また、国内損害保険料収入の約 60％（注 2）を占める自動車保

険の損害率が悪化し、多くの会社でコンバインドレシオ（損害率と事業費率の和）が 100％を超過するなど、

収益面でも厳しい状況となっていると公開買付者は考えております。このような状況を反映し、国内損害

保険業界においては大手 3 社（東京海上ホールディングス株式会社、MS&AD インシュアランス グループ 

ホールディングス株式会社、NKSJ ホールディングス株式会社）への統合が進み、大手 3 社で国内市場の約

84％（注 2）を占める超寡占状態になりました。大手 3社各社はそれぞれグループ内の統合を進めることに

よりさらにコスト競争力を高めるとともに、国内における生保事業の拡大と海外進出により、生き残りを

図っています。また、国際的な保険規制改革の議論が進展し、国際財務報告基準（IFRS）や EU ソルベン

シーIIの導入が予想され、資本強化施策がますます必要となっている状況にあります。 

 

（注2） インシュアランス損害保険・統計号に記載された業界統計に基づき、チャーティスグループで算出した数値を記載

しております。 

 

損害保険業界のお客様である個人や企業も新しい課題やリスクに直面しています。個人のお客様は、人口

の高齢化等の世の中の変化に伴い新しいリスクに直面するとともに自助努力の必要性がますます高まって

きています。また、これまでの規制緩和や IT の発展により、より多くの保険商品がより多くのチャネルか

ら購入できるようになり、自らの意思でリスクを評価しながら自分に最も合った保険商品を購入するとい

う必要性が大きくなってきています。日本企業においても、国内需要の成熟と新興国の発展に対応し、こ

れまでの大企業だけでなく中堅中小企業まで海外進出を含めた海外事業の比率が高まり、対象国における

事業リスクへの対策が必要になっている一方、大企業には、海外の複数国に所在する事業とそのリスクを

有機的に運営し管理する必要がますます大きくなっています。 

 

このような環境変化により、対象者の広範囲に及ぶ代理店の販売力は、チャーティスのリテール・マーケ

ティングに関する専門知識、商品の幅及び世界的規模の損害保険のインフラによって強化されると公開買

付者は考えております。対象者が、身近で頼れるプロフェッショナルとしてお客様に最も適切な商品や

サービスを提供することが、ますます期待されています。すなわち、損害保険業界がこのような新しいス

テージを迎えている事業環境は、対象者及びチャーティスにとって大きなビジネスチャンスの到来である

と公開買付者は考えております。 

 

対象者がこれらの変化をチャンスとし成功するためには、その事業運営システムや営業インフラに相当額

の投資を適切かつ専門的なノウハウを持って行う必要があると公開買付者は考えております。具体的には、

戦略的なシステム投資などを通じた業務効率化により変化に対応する体力を高め、機動的な新商品開発や

販売チャネル戦略を実施することにより、対象者に高い成長を実現する可能性があると考えております。

しかしながら、上記のような対象者をとりまく厳しい事業環境からは、対象者が単独でそのような投資を
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行うことは容易ではないと公開買付者及び対象者は考えております。 

 

こうした中、チャーティスと対象者は、平成 22 年 3 月の第三者割当増資以降、対象者の企業価値向上施

策とチャーティスグループへの統合施策について継続的に協議を重ねつつ実施してまいりました。その結

果、チャーティスと対象者は、このような変化する市場環境に対応していくため、対象者がそのフラン

チャイズを維持しつつチャーティスの完全子会社となり、チャーティスのグローバルな経営資源やチャー

ティスの持つブランド力、信用力、資本力を対象者が最大限活用し、併せて、上場会社のままではなしえ

ないような事業構造改革を行い、機動的かつ迅速な組織体制を構築することが、対象者の経営基盤を安定

させさらなる成長を実現する最善策であるとの結論に至りました。公開買付者及び対象者は、かかる戦略

は、対象者ひいてはチャーティスの企業価値を最大化させると考えております。 

 

⑤ 本公開買付け後の経営方針 

チャーティスは、対象者のブランド力を高く評価しており、現在において、本完全子会社化完了後に対象

者の社名を変更する予定はありません。また、チャーティスは、対象者の現経営陣の取組み及び戦略を支

持しており、早急に現経営陣を変更する予定はありません。さらに、チャーティスは、対象者の販売チャ

ネルの販売力を評価しており、お客様に対する対面でのサービスを大事にし、トップ・クオリティの解決

策をご提供できるよう努めていく予定です。 

 

上述のとおり、損害保険業界は新しいステージを迎えておりますが、かかる事業環境は、対象者及び

チャーティスにとって大きなビジネスチャンスの到来であると考えております。公開買付者を含むチャー

ティスグループは、このような変動する市場環境に対応していくため、対象者がその顧客・営業基盤及び

ブランドを維持しつつチャーティスの完全子会社として、チャーティスのグローバルな経営資源及び

チャーティスの持つブランド力、信用力、資本力を有効活用し、競争力の強化を図り、対象者ひいては

チャーティスの総合的な企業価値を向上させることを目指してまいります。 

 

⑥ 対象者による判断 

 

対象者によれば、対象者は、本公開買付けを含む本完全子会社化は対象者の企業価値向上に資すると確信

しており、また、後記「(3)買付け等の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「②対象者による独立した第三者算定機関からの

株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」に記載の株式価値算定書及びフェアネス・オピニオ

ン並びに「③社外取締役による検討・交渉及び報告・意見の答申」に記載の報告及び答申等を踏まえ、本

公開買付けにおける対象者株式の買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）その他本公開

買付けの諸条件は、対象者の株主の皆様に対して合理的な対象者株式売却の機会を提供するものであると

判断したとのことです。なお、本新株予約権はいずれもストック・オプションとして発行されたものであ

り、その権利行使条件に照らすと、公開買付者が本公開買付けにより本新株予約権を取得したとしても、

これを行使できないおそれがあることから、本新株予約権については第三者算定機関から価値算定書又は

買付価格の妥当性に関する意見書を取得しておらず、本新株予約権の買付価格の妥当性についての検証は

行っていないとのことです。 

 

以上から、対象者取締役会は、本公開買付けに賛同を表明するとともに、対象者の株主の皆様が本公開買

付けに応募されることを推奨する旨、及び本新株予約権に関して本公開買付けに応募するか否かについて

は、本新株予約権の新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨を決議したとのことです。 
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（3）買付け等の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 

対象者は、現在において AIG 及びチャーティスの連結子会社であり、また公開買付者と対象者の人事的な関

係並びに AIG 及びチャーティスと対象者の業務上の継続的な関係を勘案し、公開買付者及び対象者は、本公開

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

るための措置として、以下に述べる措置を講じております。 

 

① 公開買付者によ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 

公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保することを目的として、本公開買付価格を決定するにあた

り、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関としてのフィナンシャル・アドバイザーである野

村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）から平成 23 年 2 月 9 日に提出された株式価値算定書

（以下「野村證券算定書」といいます。算定基準日：平成 23年 2 月 9日）及び日興コーディアル証券株式

会社（以下「日興コーディアル証券」といいます。）から平成 23年 2月 9日に提出された株式価値算定書

（以下「日興算定書」といいます。算定基準日：平成23年 2月 9日）を参考にいたしました。なお、公開

買付者は、野村證券及び日興コーディアル証券から本公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネス・

オピニオン）を取得しておりません。 

 

野村證券が用いた手法は、市場株価平均法、類似会社比較法及び配当割引モデル分析法（以下「DDM 法」

といいます。）であり、各々の手法により算定された対象者の普通株式の 1 株当たりの価値は、以下の通

りです。 

 

（a） 市場株価平均法：112円～113円 

市場株価平均法では、平成23年2月9日を基準日として、東京証券取引所市場第一部における対象者

の普通株式の、直近6ヶ月間の終値平均値112円（小数点以下四捨五入）、直近 3ヶ月間の終値平均値

113 円（小数点以下四捨五入）、直近 1ヶ月間の終値平均値 113 円（小数点以下四捨五入）、直近 1週

間の終値平均値 113 円（小数点以下四捨五入）、及び基準日終値 112 円を基に、対象者の普通株式の 1

株当たりの価値は、112円～113円と分析しております。 

 

（b）類似会社比較法：69円～167円 

類似会社比較法では、対象者と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や財務指標等との

比較を通じて、対象者の株式価値を算定し、対象者の普通株式の 1 株当たりの価値は、69 円～167 円と

分析しております。 

 

（c） DDM法：123円～153円 

DDM法とは、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。）の一種であ

り、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮した後の株主に帰属する利益を対象者の

資本コストで現在価値に割り引いて対象者の株式価値を分析する手法であり、これにより対象者の普通

株式の1株当たりの価値は、123円～153円と分析しております。 

 

日興コーディアル証券が用いた手法は、市場株価法、DDM 法、類似上場会社比較法であり、各々の手法に

より算定された対象者の普通株式の1株当たりの価値は、以下の通りです。 

 

（a）市場株価法：113円 
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市場株価法では、平成23年2月9日を基準日として、東京証券取引所市場第一部における対象者の普

通株式の、直近1ヶ月間の終値平均値113円、直近3ヶ月間の終値平均値113円を基に、対象者の普通

株式の1株当たりの価値は、113円と分析しております。 

 

（b）DDM法：138円～149円 

DDM 法とは DCF 法の一種であり、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮した後の

株主に帰属する利益を対象者の資本コストで現在価値に割り引いて対象者の株式価値を分析する手法で

あり、これにより対象者の普通株式の1株当たりの価値は、138円～149円と分析しております。 

 

（c）類似上場会社比較法：123円～130円 

対象者と事業内容等が類似する上場会社を選定し、類似会社に係る一定の株価等に対する財務数値の

倍率を、対象者の財務数値に適用して株式価値を評価し、1株当たりの価値は、123 円～130 円と分析し

ております。 

 

公開買付者は、上記の算定結果を参考に、対象者株式の市場株価の動向、過半数を有する株主が完全子会

社化を意図して行った株券等の公開買付けの事例において市場価格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及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象者との

協議・交渉の結果等も踏まえて、本公開買付価格を1株当たり146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146円は、公開買付者による本公開買付けの開始についての公表

日の前営業日である平成23 年 2月 9日の東京証券取引所市場第一部における対象者の普通株式の普通取引

終値 112円に対して30.36％（小数点以下第二位を四捨五入、以下本項の％の数値において同じ。）、過去

1ヶ月間（平成23年1月 11日から平成23年2月 9日まで）の普通取引終値の単純平均値113円（小数点

以下切捨て、以下本項の円の数値において同じ。）に対して 29.20％、過去 3 ヶ月間（平成 22 年 11 月 10

日から平成23年 2月 9日まで）の普通取引終値の単純平均値113円に対して29.20％、過去6ヶ月間（平

成22年8月 10日から平成23年2月 9日まで）の普通取引終値の単純平均値112円に対して30.36％のプ

レミアムをそれぞれ加えた金額となります。 

 

また、本公開買付けの対象となる本新株予約権は、対象者の取締役又は使用人等に対するストックオプ

ションとして発行されたものであり、本新株予約権の権利行使にかかる条件として、対象者の役員又は使

用人等の地位と関連した条件が設けられており（注 3）、また、本新株予約権の新株予約権者が、本新株予

約権を譲渡（本公開買付けにおける売付けを含みます。）するには、対象者の取締役会の承認を要するも

のとされております。当該条件及び規定により、公開買付者は、本公開買付けにより本新株予約権を買い

付けたとしても、これを行使できないと解されることから、本新株予約権の買付価格は 1 個当たり 1 円と

決定しております。 

 

（注3） 平成18年10月発行新株予約権（従業員等向）の新株予約権者は、権利行使時において対象者の従業員又は対象者の

子会社の常勤取締役、常勤監査役若しくは従業員の地位にあることを要すること（但し、任期満了による退任、定

年退職その他正当な理由による場合には、退任または退職後2年間（但し、平成23年10月31日を超えることはな

い。）は、新株予約権の行使を認められています。）とされています。 

また、平成18年10月発行新株予約権（取締役・執行役向）及び平成19年11月発行新株予約権の新株予約権者は、権

利行使時において対象者の取締役及び執行役の地位にあることを要すること（但し、任期満了による退任、その他

正当な理由による場合には、行使期間終了時まで新株予約権の行使を認められています。）とされています。 

 さらに、平成19年6月発行新株予約権、平成20年6月発行新株予約権及び平成21年5月発行新株予約権の新株予約権者

が対象者の取締役、執行役及びそれに準じる地位を喪失した日の翌日から起算して10日以内（但し、各新株予約権
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ごとに一定の期限が設けられています。）に限り新株予約権を行使することができることとされています。 

以上のとおり、公開買付者は、本公開買付けにより、本新株予約権を取得しても、これを行使できないと解されま

す。 

 

② 対象者による独立した第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得 

対象者によれば、対象者の取締役会は、公開買付者から提示された本公開買付価格の評価を行うにあたり、

その意思決定過程の公正性を担保すべく、公開買付者及び対象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ドイツ証券株式会社（以下「ドイツ証券」といいます。）をフィナンシャ

ル・アドバイザーとして選任し、対象者の株式価値の算定を依頼し、対象者株式価値算定書を平成 23 年 2

月 9 日付けで取得したとのことです。また、対象者の取締役会は、対象者株式価値算定書に加え、本公開

買付価格に係るフェアネス・オピニオンを平成23年 2月 9日付けで取得したとのことです。ドイツ証券は、

フェアネス・オピニオンを、記載された前提条件その他の一定の条件の下に、対象者の取締役会による本

公開買付価格の評価に関連して、かかる評価のための参考資料とする目的のために取締役会に提出してい

るとのことです。ドイツ証券より取得したフェアネス・オピニオンは、対象者の株主の皆様が本公開買付

けに関していかなる行動をとるべきかについて、対象者の株主の皆様に対して何ら推奨を行うものではな

いとのことです。フェアネス・オピニオンに適用される前提条件等については、（注 4）の記載を併せてご

参照ください。 

 

ドイツ証券は、対象者から事業の現状及び将来の計画等の資料を取得して説明を受け、それらの情報を踏

まえて、一定の前提条件の下で対象者の株式価値を算定したとのことです。 

対象者株式価値算定書では、対象者が継続企業であるとの前提の下、市場株価法及びDCF法を用いた総合

的判断により、対象者の株式価値を算定したとのことです。 

 

市場株価法は、対象者普通株式の株式市場における株価を基に株式価値を評価する手法であり、上場企業

の株式価値評価における客観的な評価手法であると考え、採用したとのことです。市場株価法では、評価

基準日を平成 23 年 2 月 8 日として、対象者普通株式の東京証券取引所における評価基準日までの 1 ヶ月

間の出来高加重平均株価（114 円）、3 ヶ月間の出来高加重平均株価（114 円）、12 ヶ月間の出来高加重平

均株価（122 円）に基づき、対象者普通株式の１株当たりの株式価値を 114 円～122 円と算定したとのこと

です。DCF 法は、企業の将来キャッシュフロー（収益力）に基づく評価手法であるため、継続企業（ゴーイ

ング・コンサーン）の評価を行う上で適した手法であると考え、採用したとのことです。DCF 法では、対象

者の将来キャッシュフローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって株式価値を分析し、対象

者普通株式の1株当たりの株式価値を129円～152円と算定したとのことです。 

 

なお、DCF 法に基づく株式価値算定の基礎とされた事業計画等において、大幅な増減益は見込まれており

ません。なお、本新株予約権の価値の算定又は買付価格の妥当性に関しては、対象者はドイツ証券より意

見書を取得していないとのことです。 

 

（注4） ドイツ証券は、対象者株式価値算定書及びフェアネス・オピニオン（以下「本意見等」といいます。）を述べるに

あたり、検討された財務情報又は財務予測を含め、対象者のいかなる情報（一般に公開され入手可能であるか、対

象者から提供されたかを問いません。）について、その正確性及び完全性について独自に検証する責任を負ってお

らず、また独自に検証しておりません。したがって、本意見等を述べるにあたって、ドイツ証券は、あらゆる情報

がすべて正確かつ完全であることを前提とし、その正確性及び完全性に依拠しています。また、ドイツ証券は対象

者のいかなる資産及び負債の実査を行っておらず、かつ、対象者のいかなる資産又は負債の独自の評価又は査定を

行っておりません。さらに、本公開買付けによる対象者に対する財務的影響の分析及びその予測を含め、対象者か

らドイツ証券に提供され、その分析に利用された財務予測について、ドイツ証券は、それらが合理的な根拠に基づ
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いて作成されており、かつ対象者の入手可能な予測及び判断を反映したものであることを前提としております。本

意見等を述べるにあたり、ドイツ証券は、当該分析ないし予測又はそれらを基礎付ける前提事項の合理性について

何らの意見も表明しておりません。ドイツ証券の本意見等は、平成23年2月8日現在において有効な経済、市場及び

その他条件、並びにドイツ証券が同日までに入手した情報に基づいております。本意見等の表明及び分析の後の事

象ないし状況により、本意見等が影響を受けることがありますが、ドイツ証券は、本意見等を修正、変更又は再確

認する義務を負うものではありません。 

本意見等を述べるについて、ドイツ証券は、対象者が、本公開買付けの手続上履行されるべき全ての遵守事項及び

合意事項を履行し、本公開買付けを完了するための対象者に対するすべての条件及び義務が免除されることなく満

足されていることを前提としております。また、ドイツ証券は、本公開買付けの完了に関連して要求されるすべて

の重要な政府、規制当局及びその他の者（以下「当局等」といいます。）の承認及び許認可が取得されていること、

並びに、必要とされる当局等の承認及び許認可ないし命令、又は対象者が当事者である契約が変更、修正若しくは

放棄されたことにより、対象者に重大な悪影響を与えるものではないこと、対象者にとっての本公開買付けの利益

を重大に縮減させることとなるような制限、規制若しくは条件を課すこととならないこと、又は本公開買付けによ

り期待される利益が大幅に変更、修正若しくは放棄されるものではないことを前提としております。ドイツ証券は、

法務、税務、当局等による規制等の事項にかかる専門家ではなく、これらの事項に関しては、対象者は、それぞれ

の専門家であるアドバイザーの助言に依拠する必要があります。本意見等は、対象者に対し、本公開買付価格が対

象者普通株式の株主にとって財務的見地から公正であるか否かについての意見を表明するにとどまり、対象者の株

主に対して、本公開買付けへの応募を勧奨するものではありません。また、ドイツ証券は対象者に対し、本公開買

付けに賛同すべきか否かについて何ら意見を述べるものではありません。さらに、ドイツ証券は対象者の発行する

有価証券その他の金融商品への投資を勧奨する権限を与えられておらず、かつ勧奨をしておりません。ドイツ証券

は、本公開買付けの公表又は完了以降の対象者の株価について何ら意見を述べるものではありません。ドイツ証券

は、本公開買付けに関し、対象者のフィナンシャル・アドバイザーであり、かかるサービスの対価として、手数料

を受領いたします。当該手数料の一部は本公開買付けの成立を条件としております。ドイツ証券は、ドイツ銀行AG 

の関係会社（以下、その関係会社と総称して「DB グループ」といいます。）です。DB グループの1又は複数のメン

バーが、現在又は将来に対象者及び公開買付者又はその関連会社に対して投資銀行業務、商業銀行業務（信用供与

を含みます。）及びその他の金融サービスを提供している又は提供する可能性があり、また、これらのサービスの

提供に対して対価を受領している又は将来受領する可能性があります。通常の業務の過程において、DB グループの

メンバーが、自己勘定又は顧客勘定により、対象者の株式、社債券等の有価証券を積極的に取引する可能性があり

ます。DBグループは、随時、かかる有価証券についてロング･ポジション又はショート・ポジションを有する場合が

あります。 

 

③ 社外取締役による検討・交渉及び報告・意見の答申 

対象者によれば、対象者は、公開買付者からの本公開買付けを含む本完全子会社化に関する提案に対し、

意思決定過程の恣意性を排除して公正性、透明性及び客観性を高めることにより、対象者の企業価値ひい

ては株主共同の利益の観点から検討及び交渉した上で意思決定することを目的として、本社外取締役に対

し、(ⅰ)チャーティスから対象者取締役会に対して提示された、本公開買付けにかかる提案（以下「本件

提案」といいます。）の当否について、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含み、

以下、「法」といいます。）、会社法その他適用法令並びに東京証券取引所及び大阪証券取引所が定める

各種規則に照らし検討を行うこと、(ⅱ)前項の検討並びに本件提案及び本件提案にかかる取引の適法性及

び妥当性を担保するため、対象者社外取締役の立場において、本件提案その他関連事項に関し公開買付者

と交渉を行うこと、(ⅲ)本対象者取締役会において、前 2 項の検討並びに交渉の経緯及び結果を報告する

こと、(ⅳ)東京証券取引所上場規程第 441 条の 2 第 1 項及び大阪証券取引所企業行動規範に関する規則第

12 条の 2 第 1 項に基づき、本完全子会社化を企図した本公開買付けに関して公表する前記対象者意見を決

定することが少数株主にとって不利益なものとならないか否かについて、対象者取締役会に対し意見を答

申すること、という 4 つの事項を委嘱したとのことです。本件提案の当否についての検討は、本公開買付

けの条件の是非のほか、本公開買付けを含む本完全子会社化により、チャーティスグループによって対象

者株式の全てが取得されることが、対象者の保険契約者、株主、従業員、取引先その他のステークホル

ダーの利益に照らし、現状に比し、対象者の企業価値の向上に資するかという点についての検討も含むと
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のことです。 

 

本社外取締役が上記委嘱事項を遂行するにあたり、弁護士法人 曾我・瓜生・糸賀法律事務所が本社外取

締役独自のリーガル・アドバイザーとして選任され、本社外取締役は、同法律事務所から法的助言を受け

ながら、本公開買付けを含む本完全子会社化に関連する資料を精査するとともに、複数回に亘って、公開

買付者及びその関係者との協議・交渉を行うとともに、対象者のフィナンシャル・アドバイザーであるド

イツ証券から提出された株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンについて説明を受けたうえで質疑応

答を重ね、さらに本社外取締役間での協議を行ったとのことです。 

 

かかる手続を経て、本対象者取締役会において、本社外取締役から公開買付者との交渉の経緯が説明され

た後、対象者取締役会に対して、(i)本公開買付けは、本完全子会社化の一環をなす取引であって、対象者

に対しチャーティスのグローバルな経営資源等を最大限活用できる体制を提供するとともに、機動的かつ

迅速な経営体制を構築することによって対象者の経営基盤を安定させ経営の成長を図り競争力を強化する

ことを目的とするものであるところ、かかる目的は正当であり、支配株主が少数株主の利益の犠牲のもと

に利益を図る目的その他の不当な目的は認められないこと、(ii)本公開買付価格を含む本公開買付けの諸

条件は、少数株主の利益に配慮して行動した本社外取締役が公開買付者との間で真摯に協議・交渉を行っ

た上で最終的に決定されていること、(iii)本公開買付価格の公正性その他の本公開買付けの諸条件が公正

であることは上記(ii)に加えて独立した第三者算定機関であるドイツ証券からフェアネス・オピニオンを

取得することによって確認できていること、(ⅳ)本公開買付けを含む本完全子会社化は、対象者の保険契

約者、株主、従業員、取引先その他のステークホルダーの利益に照らし、現状に比し、対象者の企業価値

の向上及び株主共同の利益に資するものであること等、諸般の事情を総合考慮した結果、本公開買付けに

対して公表する対象者意見は少数株主にとって不利益なものではなく、また、本公開買付け後に実施する

本完全子会社化に係る一連の手続も対象者の少数株主にとって不利益なものではない旨の報告がなされた

とのことです。また、かかる報告に併せて、上記と同様の意見が答申されたとのことです。なお、上記

(ii)の本公開買付けの諸条件に関連して、本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」

といいます。）が 28 営業日とされていることについては、公開買付けの法定の最短期間に比べれば十分に

長期間が確保されていること、対象者と公開買付者との間で対象者が公開買付者の対抗者となり得る者と

接触することを禁止する等の対抗買付けの機会を実質的に阻害するような合意は一切なされていないこと、

また、公開買付期間を 30 営業日まで延長することを要請した場合には、本公開買付け完了後の定時株主総

会における議決権を行使し得る者と当該株主総会時点での実際の株主が異なることから、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）」に記載の各手続に関する株主総会

決議を得られるかどうかが不安定となり、却って本公開買付けに応募せずに株式を保有し続けた株主の意

思形成を歪めるおそれもあること等から、公開買付期間を 28 営業日とすることも合理性がある旨の意見が

本社外取締役より述べられているとのことです。また、本公開買付けでは買付予定数に下限が設けられて

いませんが、株主の適切な判断機会の確保という観点からは、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）」に記載の各手続において、本完全子会社化にあたって株式の

買取請求及び株式の取得価格決定申立てを行う機会が確保されることに加え、公開買付者との交渉経緯を

踏まえて決定された本公開買付価格を含む本公開買付けにかかるその他の諸条件を総合的に判断すれば、

なお本公開買付けの諸条件は妥当なものであるとの意見も本社外取締役より述べられているとのことです。 

 

対象者取締役会は、本公開買付けを含む本完全子会社化について特別の利害関係を有する又は特別の利害

関係を有するおそれのある取締役（後記「⑤利害関係のない取締役全員の承認」参照）を除いた対象者取

締役全員が出席した本対象者取締役会において、上記の本社外取締役からの本公開買付けに関する報告・

答申を踏まえて慎重に審議した結果、上述の通り、(a)独立した第三者評価機関であるドイツ証券から株式

価値算定書及びフェアネス・オピニオンを取得していること、(b)対象者が独立した外部アドバイザーであ



 

 - 11 - 

るドイツ証券及び西村あさひ法律事務所から本公開買付けの諸手続や取締役会の意思決定方法・過程等に

ついて助言を受けていること、また、(c)本社外取締役が対象者取締役会から本件提案の検討と公開買付者

との交渉等を委嘱され、対象者の保険契約者、株主、従業員、取引先その他のステークホルダーの利益と

いう観点から委嘱事項を遂行したこと、(d)かかる検討・交渉を行うにあたり、本社外取締役が独立した外

部アドバイザーである弁護士法人 曾我・瓜生・糸賀法律事務所から助言を受けるとともに、ドイツ証券か

ら対象者に提出された株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの内容について説明を受け、ドイツ証

券との間で質疑応答も十分になされていること、(e)公開買付者との間で、少数株主の利益にも配慮して真

摯に交渉が行われたことを考慮して、本対象者取締役会に参加した取締役全員一致で、本公開買付けに賛

同するとともに、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募されることを推奨する旨、及び本新株予約権

に関して本公開買付けに応募するか否かについては、本新株予約権の新株予約権者の皆様のご判断に委ね

る旨を決議したとのことです。 

 

④ 独立した法律事務所からの助言 

対象者によれば、対象者取締役会は、本公開買付けを含む本完全子会社化の提案に対する意思決定に慎重

を期し、西村あさひ法律事務所を対象者取締役会独自のリーガル・アドバイザーとして選任し、同法律事

務所から、かかる意思決定の方法及び過程等に関する法的助言を受けたとのことです。 

 

また、前記の通り、弁護士法人 曾我・瓜生・糸賀法律事務所が本社外取締役独自のリーガル・アドバイ

ザーとして選任され、本社外取締役は、同法律事務所から、公開買付者からの提案の検討及び公開買付者

との交渉等に関して法的助言を受けたとのことです。 

 

⑤ 利害関係のない取締役全員の承認 

対象者によれば、本公開買付けに対する賛同を表明する旨の決議を行った本対象者取締役会に関して、佐

藤康洋氏、ホゼ・Ａ・ヘルナンデス氏、デービッド・Ｗ・ジューニアス氏及び渡辺治子氏はチャーティス

グループ既存株主であるチャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社の取締役を兼務し

ており、菅谷一郎氏は、チャーティスの間接的な完全子会社であるチャーティス・ビジネス・パートナー

ズ株式会社の取締役を兼務しており、ジェフリー・Ｌ・ヘイマン氏はチャーティスのシニア バイス プレ

ジデント・最高総務責任者を兼務しているため、何れも本公開買付けを含む本完全子会社化について特別

の利害関係を有すること又は特別の利害関係を有するおそれがあることに鑑み、その審議及び決議には参

加しておりません。他方、上記 6 名の取締役以外の対象者取締役全員が本対象者取締役会に出席し、その

審議及び決議に参加の上、全員一致で本公開買付けに対する賛同を表明する旨の決議が行われているとの

ことです。 

 

（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） 

本公開買付けにより、公開買付者がチャーティスグループ既存株主保有株式以外の対象者株式の全て（対象

者が保有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、公開買付者は、以下の方法により、公開

買付者及びチャーティスグループ既存株主が対象者株式の全て（対象者が保有する自己株式を除きます。）を

取得し、本完全子会社化を実施することを企図しております。 

 

具体的には、本公開買付けが成立した後、公開買付者は、対象者が種類株式発行会社に該当するため、①対

象者の定款の一部を変更し、対象者において普通株式及び第一種優先株式とは別の種類の対象者の株式を発行

できるものとすること、②対象者の定款の一部を変更し、対象者の発行する全ての普通株式に全部取得条項



 

 - 12 - 

（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。以下同じです。）を付すこと、及

び③対象者が全部取得条項が付された対象者の普通株式の全部（対象者が保有する自己株式を除きます。）を

取得し、当該取得と引換えに普通株式及び第一種優先株式とは別の種類の対象者の株式を交付すること等の議

案を（平成23年6月に開催予定の対象者定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に上程するこ

と、並びに上記①及び②の議案を含む対象者普通株式の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、上記本定時株主総会と併せて「本定時株主総会等」といいます。）を本定時株主総会の開催日

と同日に開催することを対象者に要請する予定です。対象者によれば、対象者はかかる要請に応じて、本定時

株主総会等を開催することを検討しているとのことです。 

 

なお、公開買付者は、上記の本定時株主総会等において上記各議案に賛成する予定です。また、公開買付者

は、チャーティスグループ既存株主との間で、共同して対象者の株主としての議決権その他の権利を行使する

ことについて合意しておりませんが、チャーティスグループ既存株主の全ての持分を間接的に保有するチャー

ティスは、本完全子会社化を推進する立場から、チャーティスグループ既存株主に対して本定時株主総会等に

おいて上記各議案に賛成するよう指示する予定であり、チャーティスグループ既存株主は、かかる親会社の要

請に応じて上記各議案に賛成する予定です。 

 

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普通株式と

された上で、全て対象者に取得され、対象者の株主（対象者を除きます。）の皆様には当該取得の対価として

普通株式及び第一種優先株式とは別の種類の対象者の株式が交付されることとなりますが、交付されるべき当

該対象者の株式の数に 1 株に満たない端数がある株主に対しては、会社法第 234 条その他の関係法令の定めに

従って、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

当該対象者の別の種類の株式を売却することによって得られる金銭が交付されることになります。なお、当該

端数の合計数に相当する当該対象者の別の種類の株式の売却の結果、各株主に交付される金銭の額については、

本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者普通株式の数を乗じた価格と同一になるよう対象者におい

て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普通株式の取得の対価として交付する対象者の

株式の種類及び数は、本日現在未定ですが、AIG 及びチャーティスによる本完全子会社化を実現するため、公

開買付者は対象者に対して、公開買付者及びチャーティスグループ既存株主が上記交付及び取得の後に対象者

の発行済株式の全てを保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対象者の株主（チャーティ

スグループ既存株主の全部又は一部を除きます。）の皆様に対し交付しなければならない対象者の株式の数が

1株に満たない端数となるよう要請する予定です。 

 

上記①ないし③の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、(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、株主が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株式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会社法第 172 条その他

の関係法令の定めに従って、株主が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

おります。なお、これらの(イ)又は(ロ)の方法による 1 株当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判

所が判断することとなります。 

 

なお、対象者によれば、対象者取締役会は、本公開買付けに賛同する立場から、公開買付期間が延長されな

い限り、対象者における事務対応の軽減及び対象者株主の混乱回避を目的として、本種類株主総会の基準日の

設定公告を公開買付期間中に行い、当該基準日を（本定時株主総会の基準日と同一の日である）平成23年3月

31日とすることを検討しております。 

 

公開買付期間が延長された場合等の本公開買付け開始後の状況により、平成23年 3 月 31日より後の日を基
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準日として、本定時株主総会とは別の日に臨時株主総会及び本種類株主総会を開催し、上記①ないし③の議案

を上程することとする等、株主総会及び本種類株主総会の基準日、日程等については、対象者と協議の上変更

される可能性があります。 

 

また、上記①ないし③の手続については、関係法令についての当局の解釈等の状況並びに本公開買付け後の

公開買付者の株券等所有割合及び対象者の株主の皆様の対象者普通株式の保有状況等によって、それと同等の

効果を有する他の方法を実施する可能性があります。ただし、その場合でも、公開買付者は、公開買付者及び

対象者以外の対象者の株主の皆様に対して最終的に金銭を交付する方法の採用を予定しております。この場合

における当該対象者の株主の皆様に交付する金銭の額についても、特段の事情がない限り、本公開買付価格を

基準として算定する予定です。 

 

以上の場合における具体的な手続及びその実施時期については、対象者と協議の上、決定次第、速やかに公

表します。 

 

また、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、公開買付者が本新株予約権の全てを取得

できなかった場合には、公開買付者は、対象者に対して、本新株予約権の放棄の勧奨等、本新株予約権を消滅

させるために必要な手続を要請する予定であります。 

 

本完全子会社化が完了した後においては、チャーティスグループ内での対象者株式の保有比率の調整を含め、

適切な組織再編を検討していく可能性がありますが、現時点で具体的に予定している事項はありません。 

 

なお、本公開買付けは、上記の本定時株主総会等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

切ありません。また、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、株主の皆

様が各位において自らの責任にて税務専門家にご確認ください。 

 

（5）上場廃止となる見込み及びその事由 

対象者普通株式は、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けを行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの

結果次第では、東京証券取引所及び大阪証券取引所の定める上場廃止基準に従って、対象者普通株式は、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、当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立

後に、前記「（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）」に記載の各手続

を実行することとなった場合には、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になります。なお、上場廃止後は、対象者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。また、前記「（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）」に記載の各手続が実行される場合、全部取得条項が付された対象者

普通株式の取得対価として交付されることとなる別の種類の対象者の株式の上場申請は行われない予定です。 

 

（6）公開買付者と対象者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 

公開買付者は、対象者の主要株主であるオリックス（所有株式数：108,768,000 株、株式所有割合：

15.53％）との間で、本日付けで、本公開買付応募契約を締結しております。オリックスは、対象者の取締役会

による賛同意見表明決議が撤回された場合、公開買付者に本公開買付応募契約上の重大な義務の違反があった

場合等には、本公開買付応募契約上の応募の義務を負いませんが、本公開買付けにおいては買付予定数の下限

を設定しておりませんので、公開買付者は、オリックスが応募の義務を負わない場合でも、応募株券等の全部

の買付け等を行います。 
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また、チャーティスグループ既存株主は、公開買付者との間で、チャーティスグループ既存株主保有株式

（382,744,000 株）について本公開買付けに応募しないことを合意していますので、公開買付者は、本公開買

付けにより、チャーティスグループ既存株主保有株式（382,744,000株）を取得いたしません。 

 

2．買付け等の概要 

（1）対象者の概要 

① 名 称 富士火災海上保険株式会社 

② 所 在 地 大阪市中央区南船場一丁目18番11号 

③ 代表者の役職・氏名 代表執行役会長 近藤 章 

④ 事 業 内 容 損害保険業 

⑤ 資 本 金 559億81百万円（平成22年9月30日現在） 

⑥ 設 立 年 月 日 大正7年4月18日 

チャーティス・ノンライフ・ホールディング・カンパニー・

ジャパン・インク（常任代理人 シティバンク銀行株式会社） 
      

36.47%                                                        

オリックス株式会社 15.53% 

エーアイユー インシュアランス カンパニー＜AIU保険会社

＞（常任代理人 シティバンク銀行株式会社） 8.04% 

チャーティス・ヨーロッパ・エスエー（常任代理人 チャー

ティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社） 5.99%            

アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニー＜アメリカ

ンホーム保険会社＞（常任代理人 シティバンク銀行株式会

社） 

   

2.14% 

チャーティス・オーバーシーズ・リミテッド（常任代理人 

チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会

社） 1.99%  

ザ チェース マンハッタンバンク エヌエイ ロンドン エ

スエル オムニバス アカウント（常任代理人 みずほコーポ

レート銀行決済営業部）  1.88% 

株式会社西日本シティ銀行   1.45% 

富士火災従業員持株会  1.17% 

⑦ 

大株主及び持株比率 

（平成22年9月30日

現在） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1.10% 

⑧ 公開買付者と対象者の関係 

 

 

 
資 本 関 係 

該当事項はありません。なお、公開買付者の持分を間接的に全て保有す

るチャーティスは、子会社であるチャーティス・ノンライフ・ホール

ディング・カンパニー・ジャパン・インク、チャーティス・ファー・

イースト・ホールディングス株式会社及びチャーティス・ヨーロッパ・

エスエイを通じて、対象者普通株式を 382,744,000 株（株式所有割合：

54.66％）保有しております。 

 人 的 関 係 公開買付者の取締役2名は、対象者の取締役を兼任しております。 

 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 

公開買付者は、対象者の親会社であるチャーティスにより、その持分を

間接的に全て保有されており、対象者と同一の親会社をもつ関連当事者
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 に該当します。  

 

（2）買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間 

平成23年2月14日（月曜日）から平成23年3月24日（木曜日）まで（28営業日） 

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

法第27条の10第3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表

明報告書が提出された場合は、公開買付期間は30営業日、平成23年 3月 28日（月曜日）までとなります。 

 

（3）買付け等の価格 

① 普通株式 1株につき金146円 

② 新株予約権 

イ 平成18年10月発行新株予約権（従業員等向） 1個につき金1円 

ロ 平成18年10月発行新株予約権（取締役・執行役向） 1個につき金1円 

ハ 平成19年6月発行新株予約権 1個につき金1円 

二 平成19年11月発行新株予約権 1個につき金1円 

ホ 平成20年6月発行新株予約権 1個につき金1円 

へ 平成21年5月発行新株予約権 1個につき金1円 

 

（4）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

イ 普通株式 

公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保することを目的として、本公開買付価格を決定するに

あたり、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関としてのフィナンシャル・アドバイザーで

ある野村證券から平成 23 年 2 月 9 日に提出された野村證券算定書及び日興コーディアル証券から平成

23年 2月 9日に提出された日興算定書を参考にいたしました。なお、公開買付者は、野村證券及び日興

コーディアル証券から本公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネス・オピニオン）を取得してお

りません。 

 

野村證券が用いた手法は、市場株価平均法、類似会社比較法及び DDM 法であり、各々の手法により算

定された対象者の普通株式の1株当たりの価値は、以下の通りです。 

 

（a） 市場株価平均法：112円～113円 

市場株価平均法では、平成 23 年 2 月 9日を基準日として、東京証券取引所市場第一部における対

象者の普通株式の、直近6ヶ月間の終値平均値112円（小数点以下四捨五入）、直近3ヶ月間の終値

平均値113円（小数点以下四捨五入）、直近1ヶ月間の終値平均値113円（小数点以下四捨五入）、

直近1週間の終値平均値113円（小数点以下四捨五入）、及び基準日終値112円を基に、対象者の普

通株式の1株当たりの価値は、112円～113円と分析しております。 
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（b）類似会社比較法：69円～167円 

類似会社比較法では、対象者と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や財務指標等と

の比較を通じて、対象者の株式価値を算定し、対象者の普通株式の 1株当たりの価値は、69 円～167

円と分析しております。 

 

（c） DDM法：123円～153円 

DDM 法とは、DCF 法の一種であり、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮した

後の株主に帰属する利益を対象者の資本コストで現在価値に割り引いて対象者の株式価値を分析する

手法であり、これにより対象者の普通株式の 1 株当たりの価値は、123 円～153 円と分析しておりま

す。 

 

日興コーディアル証券が用いた手法は、市場株価法、DDM 法、類似上場会社比較法であり、各々の手

法により算定された対象者の普通株式の1株当たりの価値は、以下の通りです。 

 

（a）市場株価法：113円 

市場株価法では、平成 23 年 2 月 9 日を基準日として、東京証券取引所市場第一部における対象者

の普通株式の、直近1ヶ月間の終値平均値113円、直近3ヶ月間の終値平均値113円を基に、対象者

の普通株式の1株当たりの価値は、113円と分析しております。 

 

（b）DDM法：138円～149円 

DDM 法とは DCF 法の一種であり、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮した後

の株主に帰属する利益を対象者の資本コストで現在価値に割り引いて対象者の株式価値を分析する手

法であり、これにより対象者の普通株式の 1 株当たりの価値は、138 円～149 円と分析しております。 
 

（c）類似上場会社比較法：123円～130円 

対象者と事業内容等が類似する上場会社を選定し、類似会社に係る一定の株価等に対する財務数値

の倍率を、対象者の財務数値に適用して株式価値を評価し、1 株当たりの価値は、123 円～130 円と

分析しております。 

 

公開買付者は、上記の算定結果を参考に、対象者株式の市場株価の動向、過半数を有する株主が完全

子会社化を意図して行った株券等の公開買付けの事例において市場価格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及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象

者との協議・交渉の結果等も踏まえて、本公開買付価格を1株当たり146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 146 円は、公開買付者による本公開買付けの開始についての

公表日の前営業日である平成23年2月9日の東京証券取引所市場第一部における対象者の普通株式の普

通取引終値 112 円に対して 30.36％（小数点以下第二位を四捨五入、以下本項の％の数値において同

じ。）、過去1ヶ月間（平成23年1月11日から平成23年2月9日まで）の普通取引終値の単純平均値

113円（小数点以下切捨て、以下本項の円の数値において同じ。）に対して29.20％、過去3ヶ月間（平

成22年11月 10日から平成23年 2月 9日まで）の普通取引終値の単純平均値113円に対して29.20％、

過去6ヶ月間（平成22年8月10日から平成23年2月9日まで）の普通取引終値の単純平均値112円に

対して30.36％のプレミアムをそれぞれ加えた金額となります。 

 

ロ 新株予約権 
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本公開買付けの対象となる本新株予約権は、対象者の取締役又は使用人等に対するストックオプショ

ンとして発行されたものであり、本新株予約権の権利行使にかかる条件として、対象者の役員又は使用

人等の地位と関連した条件が設けられており（注 5）、また、本新株予約権の新株予約権者が、本新株

予約権を譲渡（本公開買付けにおける売付けを含みます。）するには、対象者の取締役会の承認を要す

るものとされております。当該条件及び規定により、公開買付者は、本公開買付けにより本新株予約権

を買い付けたとしても、これを行使できないと解されることから、本新株予約権の買付価格は 1 個当た

り1円と決定しております。 

 

（注5） 平成18年10月発行新株予約権（従業員等向）の新株予約権者は、権利行使時において対象者の従業員又は対象

者の子会社の常勤取締役、常勤監査役若しくは従業員の地位にあることを要すること（但し、任期満了による

退任、定年退職その他正当な理由による場合には、退任または退職後2年間（但し、平成23年10月31日を超える

ことはありません。）は、新株予約権の行使を認められています。）とされています。 

 また、平成18年10月発行新株予約権（取締役・執行役向）及び平成19年11月発行新株予約権の新株予約権者は、

権利行使時において対象者の取締役及び執行役の地位にあることを要すること（但し、任期満了による退任、

その他正当な理由による場合には、行使期間終了時まで新株予約権の行使を認められています。）とされてい

ます。 

 さらに、平成19年6月発行新株予約権、平成20年6月発行新株予約権及び平成21年5月発行新株予約権の新株予約

権者が対象者の取締役、執行役及びそれに準じる地位を喪失した日の翌日から起算して10日以内（但し、各新

株予約権ごとに一定の期限が設けられています。）に限り新株予約権を行使することができることとされてい

ます。 

 以上のとおり、公開買付者は、本公開買付けにより、本新株予約権を取得しても、これを行使できないと解さ

れます。 

 

② 算定の経緯 

（買付価格の決定に至る経緯） 

対象者が環境の変化をチャンスとし成功するためには、その事業運営システムや営業インフラに相当額の

投資を適切かつ専門的なノウハウを持って行う必要があると公開買付者は考えております。具体的には、

戦略的なシステム投資などを通じた業務効率化により変化に対応する体力を高め、機動的な新商品開発や

販売チャネル戦略を実施することにより、対象者に高い成長を実現する可能性があると考えております。

しかしながら、上記のような対象者をとりまく厳しい事業環境からは、対象者が単独でそのような投資を

行うことは容易ではないと公開買付者及び対象者は考えております。 

 

こうした中、チャーティスと対象者は、平成 22 年 3 月の第三者割当増資以降、対象者の企業価値向上施

策とチャーティスグループへの統合施策について継続的に協議を重ねつつ実施してまいりました。その結

果、チャーティスと対象者は、このような変化する市場環境に対応していくため、対象者がそのフラン

チャイズを維持しつつチャーティスの完全子会社となり、チャーティスのグローバルな経営資源やチャー

ティスの持つブランド力、信用力、資本力を対象者が最大限活用し、併せて、上場会社のままではなしえ

ないような事業構造改革を行い、機動的かつ迅速な組織体制を構築することが、対象者の経営基盤を安定

させさらなる成長を実現する最善策であるとの結論に至りました。公開買付者及び対象者は、かかる戦略

は、対象者ひいてはチャーティスの企業価値を最大化させると考えていることから、公開買付者は、本公

開買付けを実施することとし、以下の経緯により本公開買付について決定しました。 

 

（ⅰ） 算定の際に意見を聴取した第三者の名称 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定

機関としてのフィナンシャル・アドバイザーである野村證券及び日興コーディアル証券に対し、対象者

の株式価値の算定を依頼し、野村證券より、野村證券算定書を平成 23 年 2 月 9 日に取得し、日興コー

ディアル証券より、日興算定書を平成23年2月9日に取得しています。なお、公開買付者は、野村證券
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及び日興コーディアル証券から、本公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネス・オピニオン）を

取得しておりません。 
 

（ⅱ）当該意見の概要 

野村證券による対象者の1株当たり普通株式価値の算定結果の概要は以下の通りです。 
市場株価平均法 112円～113円 
類似会社比較法 69円～167円 
DDM法 123円～153円 

 

日興コーディアル証券による対象者の1株当たり普通株式価値の算定結果の概要は以下の通りです。 
市場株価法 113円 
DDM法 138円～149円 
類似上場会社比較法 123円～130円 

 

（ⅲ）当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯 

公開買付者は、上記の算定結果を参考に、対象者株式の市場株価の動向、過半数を有する株主が完全

子会社化を意図して行った株券等の公開買付けの事例において市場価格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及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案し、かつ、対象

者との協議・交渉の結果等も踏まえて、本公開買付価格を1株当たり146円と決定いたしました。 

 

（買付け等の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） 

前記「1. 買付け等の目的等」の「（3）買付け等の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」をご参照ください。 

 

③ 算定機関との関係 

当社のフィナンシャル・アドバイザー（算定機関）である野村證券及び日興コーディアル証券は、当社の

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 

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

321,625,777株 －株 －株 

（注1） 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全部の買付けを行います。 

（注2） 単元未満株式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きに従い公開買付期間中（延長した場合を含みます。以下同じです。）に自己の株式

を買い取ることがあります。 

（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） 買付予定数は、対象者が平成22年11月26日に提出した第94期第2四半期報告書に記載された平成22年9月30日現在の発行済

株式総数（700,239,075株）に、公開買付期間の末日までに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（平成22年9月30日以降本日までに新株予約権が行使されたことにより発行又は移転された対象者株式を含み

ます。）の最大数（4,824,000株、以下「本新株予約権行使可能対象株式数」といいます。）を加え、本公開買付けに応

募する予定のないチャーティスグループ既存株主保有株式の数（382,744,000株）及び対象者が平成22年11月26日に提出

した第94期第２四半期報告書に記載された平成22年9月30日現在の対象者が保有する自己株式数（693,298株）を控除した

株式数（321,625,777株）になります。 

（注5） 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 
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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 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 
382,744個 （買付け等前における株券等所有割合54.34％） 

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
321,625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 698,604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（321,625,777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、各特別関係者の所有する株券等に係る議決権の数

の合計を記載しております。 

（注3） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成22年11月26日に提出した第94期第2四半期報告書に記載された平成

22年9月30日現在の総株主の議決権の数（1単元の株式数を1,000株として記載されたもの）です。ただし、単元未満株式

及び本新株予約権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、対象者が平成22年11月26日に提出した第94期第2四半期報告書に記載された、

平成22年9月30日現在の発行済株式総数（700,239,075株）から平成22年9月30日現在の対象者が保有する自己株式数

（693,298株）を控除した株式数に、本新株予約権行使可能対象株式数（4,824,000株）を加えた株式数（704,369,777

株）に係る議決権の数である704,369個を分母として計算しております。 

（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」については、小数点以下第三位を四

捨五入しております。 

 

（7）買付代金   46,957,363,442円 

（注） 買付代金は、買付予定数（321,625,777株）に1株当たりの買付価格（146円）を乗じた金額を記載しております。 

 

（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 

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目9番1号 

 

② 決済の開始日 

平成23年3月30日（水曜日） 

（注） 法第27条の10第3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が

提出された場合、決済の開始日は平成23年4月1日（金曜日）となります。 

 

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（外国人株主等の場合は

常任代理人）の住所宛に郵送します（公開買付代理人のインターネット専用サービスである野村ジョイを

経由して応募した場合は除きます。）。野村ジョイを経由して応募された場合には、野村ジョイのホーム

ページ(https://www.nomurajoy.jp/)に記載される方法により交付されます。 

 

買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示し

た方法により受け取ることができます（送金手数料がかかる場合があります。）。 

 

④ 株式等の返還方法 

後記「（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応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、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、返還すべき株券等を返還
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します。株式については、応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還し（株券等を他の金融商品取

引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、その旨指示してください。）、新株予約権につ

いては、新株予約権の応募に際して提出された「譲渡承認通知書」、「新株予約権原簿記載事項を記載し

た書面」及び本公開買付けの成立を条件とする新株予約権原簿の名義書換えの請求に必要な書類を、それ

ぞれ応募株主等（外国人株主等の場合は常任代理人、以下④において同じ。）の指示により応募株主等へ

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。 

 

（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 

買付けを行う株券等の上限及び下限を設定しておりません。したがって、公開買付者は、応募株券等の全

部の買付けを行います。 

 

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、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号に定める事情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。ただし、公開買付

期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、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。その後の改正も含み、以下、「府令」といいます。）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。 

 

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、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

行った場合には、府令第 19 条第 1 項の規定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、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、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、公開買付期間末日の 15 時 30 分までに下記に指定する者の応募の受付を行った

本店又は全国各支店（公開買付代理人のインターネット専用サービスである野村ジョイは除きます。）に

公開買付応募申込の受付票を添付のうえ、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面（以下「解除書

面」といいます。）を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日

の 15 時 30 分までに到達することを条件とします。なお、野村ジョイを経由して応募された契約の解除を

する場合は、野村ジョイのホームページ(https://www.nomurajoy.jp/)に記載される方法によって公開買付

期間末日の15時30分までに解除手続きを行ってください。 

 

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公開買付者の負担

とします。 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 
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買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の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、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、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。 

 

（10）公開買付開始公告日 

平成23年2月14日 (月曜日) 

 

（11）公開買付代理人 

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目9番１号 

 

３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し 

本公開買付け後の方針等については、前記「1. 買付け等の目的等」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又はその役員との間の合意の有無及び内容 

対象者によれば、対象者は、本対象者取締役会において、前記「1．買付け等の目的等」「（3）買付け等

の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「③社外取締役による検討・交渉及び報告・意見の答申」に記載の通り、本社外取締

役からの本公開買付けに関する報告・答申を踏まえて慎重に審議した結果、本公開買付けに賛同を表明す

るとともに、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募されることを推奨する旨、及び新株予約権に関し

て本公開買付けに応募するか否かについては、新株予約権の新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨の決

議を行ったとのことです。 

 

② 本公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程 

前記「1．買付け等の目的等」の「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定

の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。 

 

③ 利益相反を回避するための措置 

前記「1．買付け等の目的等」の「(3) 本公開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等を担保するための措置」をご参照ください。 

 

（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 
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① 対象者は本日、平成 23 年 3 月期第 3四半期決算短信を公表しております。当該公表に基づく、当該第 3

四半期の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、監査法人の四半期

レビュー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ください。対象者によれば、対象者は、

公開買付期間中に、平成23年3月期（第94期）第3四半期（自 平成22年10月1日 至 平成22年12

月31日）に係る四半期報告書を提出する予定とのことです。 

 

なお、対象者が本日公表した平成23年 3月期第 3四半期決算短信に記載の「連結業績予想に関する定性

的情報」によれば、平成 22 年 12 月 16 日に政府の税制調査会により公表された平成 23 年度税制改正大綱

において、平成 23 年度税制改正で国税と地方税を合わせた法人実効税率を約 5％引き下げること等が示さ

れており、かかる法人実効税率の引下げ等に関する法案が平成 23 年 3 月 31 日までに成立し、公布された

場合には、法人実効税率の引下げ等に伴って対象者の繰延税金資産の一部取り崩しが必要になり当期純利

益の減少が見込まれるとのことです。もし、平成22 年 12 月 31日現在で、国税と地方税を合わせた法人実

効税率が約 5％引き下げられた場合、同日現在の繰延税金資産は 94 億円の取り崩しが必要となり、そのう

ち、当期純利益への影響は 108 億円の減少となるとのことです。なお、法人実効税率の引下げ以外の税制

変更による影響は、現時点では適切な業績の見通しを行うことが困難な状況にあるとのことです。 

 

＜平成23年3月期第3四半期決算短信の概要＞ 

（ⅰ）連結損益の状況（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

会計期間 
平成23年3月期 
（第94期） 

第3四半期連結累計期間 

経常収益 311,583百万円 

正味収入保険料 199,523百万円 

経常利益 16,198百万円 

四半期純利益 7,973百万円 

 

（ⅱ）1株当たりの状況 

会計期間 
平成23年3月期 
（第94期） 

第3四半期連結累計期間 

1株当たり四半期純損益 11.39円 

1株当たり配当額 －円 

1株当たり純資産額 152.63円 

 

② 対象者は、本日、「配当予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。当該公表によれば、対象

者は、平成23年3月期の期末配当予想を無配とするとのことです。 

 

以 上 
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【インサイダー規制】 

このプレスリリース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、本書面の発表から12時間を経過するまでは、富士火災海上保険株

式会社等の株券等の買付け等が規制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、あらかじめご了承ください。 

【勧誘規制】 

このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではありませ

ん。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいた上で株主ご自身の判断で申込みを行ってく

ださい。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込みもしくは勧誘、購入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（もしくはその一部）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できないものとします。 

【将来予測】 

この情報には当社、その他の企業等の今後のビジネスに関するものを含めて、「予期する」、「予想する」、「意図する」、「予定す

る」、「確信する」、「想定する」等の、将来の見通しに関する表現が含まれている場合があります。こうした表現は、当社の現時点での

事業見通しに基づくものであり、今後の状況により変わる場合があります。 


