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アロー・チップワンストップ・ホールディングス合同会社による当社株券等に対する 

公開買付けの結果に関するお知らせ 

 

当社は、アロー・チップワンストップ・ホールディングス合同会社（以下「公開買付者」といい

ます。）により、平成23年８月９日から実施されておりました当社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。）の結果について、公開買付者より添付資料のと

おり発表を行う旨の報告を受けましたので、お知らせいたします。 

なお、本公開買付けに係る応募株券等の総数が買付予定数の下限に達したことにより、本公開買

付けは成立しております。 

 

 

添付資料 

・平成23年９月21日付「株式会社チップワンストップの普通株式及び新株予約権に対する公

開買付けの結果に関するお知らせ」 

 

 

 
 
 

以  上 

 



 

Press Release 

 
報道関係 各位 

 平成 23 年９月 21 日 
 

会 社 名 アロー・チップワンストップ・ホールディング

ス合同会社 

代表者名 代表社員 アロー・エレクトロニクス・ジャパ

ン合同会社 

 職務執行者 ピーター・S・ブラウン 

 

 

株式会社チップワンストップの普通株式及び新株予約権に対する 

公開買付けの結果に関するお知らせ 
 

 

アロー・チップワンストップ・ホールディングス合同会社（以下「当社」又は「公開買付者」とい

います。）は、平成 23 年８月８日、株式会社チップワンストップ（東京証券取引所マザーズ市場 証券

コード 3343、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し、平成 23 年８月９日から本公開買付けを実施して

おりましたが、本公開買付けが平成 23 年９月 20 日をもって終了いたしましたので、その結果につい

て以下のとおりお知らせいたします。 

 

 

１．買付け等の概要 

（１）公開買付者の名称及び所在地 

アロー・チップワンストップ・ホールディングス合同会社 

東京都中央区築地一丁目 12 番 22 号 

 

（２）対象者の名称 

株式会社チップワンストップ 

 

（３）買付け等に係る株券等の種類 

①普通株式 

②新株予約権 

イ 平成 17 年３月 29 日開催の対象者定時株主総会決議に基づき発行された新株予約権（以下「第

６回新株予約権」といいます。） 

ロ 平成 18 年３月 29 日開催の対象者定時株主総会決議に基づき発行された新株予約権（以下「第

７回新株予約権」といいます。） 

ハ 平成 20 年３月 28 日開催の対象者定時株主総会決議に基づき発行された新株予約権（役員向け

のもの）（以下「第８回（い）新株予約権」といいます。） 

ニ 平成 20 年３月 28 日開催の対象者定時株主総会決議に基づき発行された新株予約権（従業員向

けのもの）（以下「第８回（ろ）新株予約権」といいます。） 

ホ 平成 21 年３月 27 日開催の対象者定時株主総会決議に基づき発行された新株予約権（従業員向

けのもの）（以下「第９回新株予約権」といいます。） 

ヘ 平成 22 年３月 26 日開催の対象者定時株主総会決議に基づき発行された新株予約権（従業員向

けのもの）（以下「第 10 回新株予約権」といいます。） 

（注１）上記ハに記載の第８回（い）新株予約権については、対象者の履歴事項全部証明書による

と、平成 23年６月 30 日付で全部行使されており（平成 23 年７月 15 日登記済み）、未行使の権

利が残存していないことを確認しております。但し、対象者の四半期報告書等の開示書類にお

いては、その権利行使による発行済株式数の増加が確認できていないため、買付予定数等の計

算においては、当該権利行使の内容を考慮しておりません。 



 

（注２）対象者の第 11 期第１四半期報告書（平成 23 年５月 13 日提出）（以下「第１四半期報告書」

といいます。）によれば、対象者においては、平成 23 年３月 30 日開催の取締役会において上記

イ乃至ヘに記載の新株予約権とは別の新株予約権（716 個）を発行する旨が決議され、平成 23

年４月 14 日に取締役３名に対し割当てがなされましたが、第１四半期報告書によれば、それら

の新株予約権の全部が平成 23 年４月 15 日付で行使されたことが確認できるため、本公開買付

けにおける買付け等の対象とはしておりません。 

 

（４）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 

32,077（株） 21,396（株） －（株） 

 

（５）買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間 

平成 23 年８月９日（火曜日）から平成 23 年９月 20 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。 

 

（６）買付け等の価格 

①普通株式 

 １株につき、金 220,000 円 

②新株予約権 

 第６回新株予約権１個につき、金１円 

 第７回新株予約権１個につき、金１円 

 第８回（い）新株予約権１個につき、金１円 

 第８回（ろ）新株予約権１個につき、金 171,690 円 

 第９回新株予約権１個につき、金 196,828 円 

 第 10 回新株予約権１個につき、金 156,500 円 

 

２．買付け等の結果 

（１）公開買付けの成否 

応募株券等の総数（30,240 株）が買付予定数の下限（21,396 株）以上となりましたので、公開買付

開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付けを行います。 

 

（２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名 

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。）第 27 条の 13 第１項の規定

に基づき、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。）第９条の４

及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。

その後の改正を含みます。）第 30 条の２に規定する方法により、平成 23 年９月 21 日に報道機関に公

表いたしました。 

 

（３）買付け等を行った株券等の数 

株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数 

株券 29,758（株） 29,758（株） 

新株予約権証券 482（株） 482（株） 

新株予約権付社債券 － － 

株券等信託受益証券 

 （     ） 
－ － 

株券等預託証券 

 （     ） 
－ － 



 

合計 30,240 30,240 

（潜在株券等の数の合計） （482） （482） 

 

（４）買付け等を行った後における株券等所有割合 

買付け等前における公開買付者の

所有株券等に係る議決権の数 
－個 （買付け等前における株券等所有割合 －％） 

買付け等後における公開買付者の

所有株券等に係る議決権の数 
30,240 個 （買付け等後における株券等所有割合 94.31％） 

買付け等前における特別関係者の

所有株券等に係る議決権の数 
－個 （買付け等前における株券等所有割合 －％） 

買付け等後における特別関係者の

所有株券等に係る議決権の数 
－個 （買付け等後における株券等所有割合 －％） 

対象者の総株主等の議決権の数 30,612 個

（注１）「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の第 11 期第２四半期報告書（平成 23 年８月 12 日提出）

に記載された平成 23 年６月 30 日現在の総株主の議決権数です。但し、本公開買付けにおいては新株予

約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者株式についても買付け等の対象としているた

め、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、当該第２四半期報告書に記載された平

成 23 年６月 30 日現在の発行済株式総数（34,328 株）に、平成 23 年６月 30 日現在の新株予約権（1,454

個）の目的である対象者普通株式（1,454 株）を加えた株式数から、当該第２四半期報告書に記載された

平成 23 年６月 30 日現在対象者が保有する自己株式（3,716 株）を控除した株式数 32,066 個を分母とし

て計算しております。 

（注２）「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

（５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 

該当事項はありません。 

 

（６）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 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 

 

② 決済の開始日 
平成 23 年９月 28 日（水曜日） 

 

③ 決済の方法 

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

等の場合にはその常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。 

 買付け等は、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等の指示によ

り、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合にはその常

任代理人）の指定した場所へ送金します。 

 

３．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 

アロー・チップワンストップ・ホールディングス合同会社 

（東京都中央区築地一丁目 12 番 22 号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 

４．本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きましては、平成 23 年８月９日付で公開買付者が提出した公開買付開



 

始公告に記載の内容から変更はございません。 

 

以 上 

 

プレスリリースに関するお問い合わせ先 

アロー・エレクトロニクス・インク 
ヴァイスプレジデント・財務担当 Michael Taunton 
TEL: （米国）1-631-847-5680 Email: mtaunton@arrow.com 
 
本公開買付けの手続に関するお問い合わせ先 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（公開買付代理人）の専用フリーコール、または三菱

ＵＦＪモルガン・スタンレー証券ホームページにてご確認ください 

TOB お問合せダイヤル：0120-532-347（平日 9 :00～17 :00） 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券ホームページ：http://www.sc.mufg.jp/ 
 

 


