
1 

 

平成25年11月25日 

各 位 

会 社 名  株 式 会 社 ワ イ ズ マ ン
代表者名  代表取締役社長  湯 澤 一 美

  （ＪＡＳＤＡＱ・コード ３７５２）
問合せ先  取 締 役 管 理 本 部 長  餘 目  司

  電話 ０１９－６０４－０７５０（代表) 

 

 

定款の一部変更および全部取得条項付普通株式の取得等に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、種類株式発行に係る定款一部変更、全部取得条項に係る定

款一部変更、全部取得条項付普通株式（下記「Ⅰ．１．（１）変更の理由」の②において定義いたしま

す。）の取得、株券発行に係る定款一部変更、および公告方法変更に係る定款一部変更について、平成

25 年 12 月 26 日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議するこ

とを決議し、また、全部取得条項に係る定款一部変更について、本臨時株主総会と同日に開催予定の

当社普通株式を有する株主の皆様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。）

に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．当社完全子会社化のための定款一部変更について 

 

１．種類株式発行に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の件－１」） 

（１）変更の理由 

平成25年10月 10日付当社プレスリリース「ＮＭホールディングス株式会社による当社普

通株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主および主要株主の

異動に関するお知らせ」等にてお知らせいたしましたとおり、ＮＭホールディングス株式会

社（以下「ＮＭホールディングス」といいます。）は、平成25年８月９日から当社普通株式

に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行い、本公開買付けは平成 25

年 10 月９日に終了しております。本公開買付けの結果、ＮＭホールディングスは、平成 25

年10月 17日（本公開買付けの決済開始日）をもって、当社普通株式3,405,600株（当社の

発行済株式総数（3,699,900株）に係る総株主等の議決権の数（36,999個）に対する割合：

92.05％）を所有するに至っております。 

ＮＭホールディングスは、同社の代表取締役および当社の代表取締役である南舘伸和氏に

より、当社株式を取得および保有することを主たる事業の内容として平成25年７月３日に設

立された株式会社です。ＮＭホールディングスの平成25年８月８日付プレスリリース「株式

会社ワイズマン普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」において公表されて

おりますとおり、同社の代表取締役である南舘伸和氏は、今後市場における競争環境がます

ます厳しくなることを鑑みると、当社が長期的に成長していくためには、福祉情報システム

事業における競合製品に対抗するための周辺システムの開発、医療情報システム事業におけ

る次世代電子カルテ商材の開発やサポート体制の増強、更なる福祉・医療連携システムの開

発等をいち早く展開していくことが必要であり、また、現在の福祉情報システムおよび医療
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情報システムという両コア事業に加えて、これらのコア事業との親和性やシナジーが期待で

きる新規事業への既存の経営資源を活用した展開も、当社が長期的に安定した発展を果たす

ためには速やかに取り組まなければならない課題として認識しているとのことです。そのう

えで、これらの施策を実行するには、更なる戦略的投資および機動的な経営判断が必要とな

ると考えられるところ、当社を非公開化することこそが、株主の皆様に対して発生する可能

性がある悪影響を回避し、かつ中長期的な視点からの抜本的かつ機動的な経営戦略を迅速か

つ果断に実践するために最も有効な手段であるという結論に至ったとのことです。 

一方、当社といたしましても、当社の平成25年８月８日付プレスリリース「ＭＢＯの実施

および応募の推奨に関するお知らせ」（以下「平成25年８月８日付当社プレスリリース」と

いいます。）においてご報告申し上げておりますとおり、当社の法務アドバイザーであるシテ

ィユーワ法律事務所から得た法的助言および第三者算定機関である日比谷監査法人から取得

した当社普通株式に係る株式価値算定書の内容を踏まえつつ、外部の有識者を含む委員によ

って構成される第三者委員会（第三者委員会の委員としては、ＮＭホールディングスおよび

当社から独立性を有する鈴木康弘氏（委員長、当社社外監査役）、山﨑想夫氏（公認会計士・

税理士）および多田光毅氏（弁護士、隼あすか法律事務所所属）の３氏を選定いたしました。）

から取得した平成25年８月８日付答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引（ＮＭホー

ルディングスが実施する、当社株式を非公開化させ当社の株主をＮＭホールディングスのみ

とするための取引をいいます。以下同じです。）により当社の企業価値の向上を図ることがで

きるか、本取引における諸条件は妥当なものか等の観点から慎重に協議・検討を行いました。

その結果、本取引について、上場維持に伴う様々なコストを削減すると同時に、福祉情報シ

ステム事業における競合他社との競争の激化や販売価格の低下、医療情報システム事業にお

ける次世代電子カルテ商材開発やサポート体制強化の必要性、当社グループ全体の持続的か

つ健全な成長確保の要請といった当社を取り巻く事業環境の変化や当社が直面する経営課題

のもと、株主の皆様にリスク負担が及ぶことを回避しつつ、①コア事業である福祉情報シス

テム事業および医療情報システム事業への経営資源の集中、②それに伴うノンコア事業であ

る組込ソフトウェア事業の整理、③既存の経営資源を活用した新規事業への先行投資の実行

等、当社の抜本的な事業構造の再構築をスピーディーに実施することを可能とするものであ

り、今後の中長期的な企業価値の向上に資するものであるともに、株主の皆様に対して合理

的なプレミアムを付した価格での株式売却の機会を提供するものであると判断するに至りま

した。 

その後、上記のとおり、本公開買付けは、平成25年10月９日に終了し、多数の株主の皆

様の応募の結果、ＮＭホールディングスは、平成25年10月 17日（本公開買付けの決済開始

日）をもって、当社普通株式3,405,600株を所有するに至っております。 

以上を踏まえ、当社は、本臨時株主総会および本種類株主総会において株主の皆様のご承

認をいただくことを条件として、ＮＭホールディングスの完全子会社となるために、以下の

①から③の手続（以下、総称して「本全部取得手続」といいます。）を実施することといたし

ました。 

なお、平成25年８月８日付当社プレスリリースにおいてご報告申し上げておりますとおり、

前記第三者委員会は、当社取締役会に対し、本取引は当社の少数株主にとって不利益なもの

ではないと認められる旨の答申を行っております。 

 

①  当社の定款の一部を変更して、従前の普通株式に加えて、下記「（２）変更の内容」記

載の定款変更案第５条の４に定める内容のＡ種種類株式（以下「Ａ種種類株式」といい

ます。）を発行する旨の定めを設け、当社において普通株式とは別個の種類の株式を発行

できるものとすることにより、当社を種類株式発行会社（会社法第２条第13号に定義す

るものをいいます。以下同じです。）に変更いたします。 
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②  上記①による変更後の当社の定款の一部をさらに変更して、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。）を付す旨の定めを新設いたします（全部取得条項が付された

後の当社普通株式を、以下「全部取得条項付普通株式」といいます。）。なお、全部取得

条項付普通株式の内容として、当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付普通

株式の全部を取得する場合において、全部取得条項付普通株式１株と引換えに、Ａ種種

類株式を 1,710,000 分の１株の割合をもって交付する旨の定めを設けるものといたしま

す。 

③  会社法第 171 条第１項並びに上記①および②による変更後の当社の定款に基づき、株

主総会の特別決議によって、当社が全部取得条項付普通株式の全部を取得し、当該取得

と引換えに、全部取得条項付普通株式の株主の皆様に対して、取得対価として、その所

有する全部取得条項付普通株式１株と引換えにＡ種種類株式を 1,710,000 分の１株の割

合をもって交付いたします。なお、ＮＭホールディングス以外の各株主の皆様に対して

取得対価として交付されるＡ種種類株式の数は、１株未満の端数となる予定です。 

 

株主の皆様に対するＡ種種類株式の交付の結果生じる１株未満の端数につきましては、そ

の合計数（会社法第234条第１項の規定により、その合計数に１株に満たない端数がある場

合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当するＡ種種類株式を、会社法第234条の定め

に従って売却し、当該売却によって得られた代金をその端数に応じて各株主の皆様に交付い

たします。 

かかる売却手続に関し、当社では、会社法第234条第２項の規定に基づき、裁判所の許可

を得てＮＭホールディングスに対してＡ種種類株式を売却することを予定しております。こ

の場合のＡ種種類株式の売却金額につきましては、必要となる裁判所の許可が予定どおり得

られた場合には、別途定める基準日（「Ⅱ．２．（２）取得日」において定める取得日の前日

を基準日とすることを予定しております。）において株主の皆様が所有する全部取得条項付普

通株式の数に500円（本公開買付けにおける当社普通株式１株当たりの買付価格（以下「本

公開買付価格」といいます。）と同額）を乗じた金額に相当する金銭が各株主の皆様に交付さ

れる価格に設定することを予定しております。ただし、裁判所の許可が得られない場合や、

計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場

合もあり得ます。 

「定款一部変更の件－１」は、本全部取得手続のうち上記①を実施するものです。 

会社法上、全部取得条項の付された株式は種類株式発行会社のみが発行できるものとされ

ていることから（会社法第171条第１項、第108条第１項第７号）、上記①は、当社普通株式

に全部取得条項を付す旨の定款変更である上記②を行う前提として、当社が種類株式発行会

社となるため、「定款一部変更の件－１」の定款変更案第５条の４に定める内容のＡ種種類株

式を発行する旨の定めを新設するほか、所要の変更を行うものです。 

また、当社は、当社定款第５条の２におきまして、100 株を単元株式数として規定してい

たところ、同条は、当社普通株式について単元株式数を定めるものであり、「定款一部変更の

件－１」で設けられるＡ種種類株式については１株を単元株式数とすることから、その趣旨

を明確にするために所要の変更を行うものです。 

 

（２）変更の内容 

変更の内容は以下のとおりです。なお、「定款一部変更の件－１」に係る定款変更は、「定

款一部変更の件－１」に係る議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決された時点

で、その効力が生じるものといたします。 
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（下線を付した部分は変更箇所を示します。） 

現 行 定 款 変  更  案 

第２章 株 式 

 

第５条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、10,000,000

株とする。 

 

 

 

 

第５条の２（単元株式数） 

当会社の単元株式数は、100株とする。 

 

 

 

第５条の３  （条文省略） 

 

（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 株主総会 

 

（新  設） 

第２章 株 式 

 

第５条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、10,000,000

株とし、発行可能種類株式総数は、それぞれ

普通株式は9,999,900株、第５条の４に定め

る内容の株式（以下「Ａ種種類株式」という。）

は100株とする。 

 

第５条の２（単元株式数） 

当会社の普通株式の単元株式数は、100 株

とし、Ａ種種類株式の単元株式数は、１株と

する。 

 

第５条の３  （現行どおり） 

 

第５条の４（Ａ種種類株式） 

当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ

種種類株式を有する株主（以下「Ａ種株主」

という。）またはＡ種種類株式の登録株式質権

者（以下「Ａ種登録株式質権者」という。）に

対し、普通株式を有する株主（以下「普通株

主」という。）または普通株式の登録株式質権

者（以下「普通登録株式質権者」という。）に

先立ち、Ａ種種類株式１株につき１円（以下

「Ａ種残余財産分配額」という。）を支払う。

Ａ種株主またはＡ種登録株式質権者に対して

Ａ種残余財産分配額が分配された後、普通株

主または普通登録株式質権者に対して残余財

産を分配する場合には、Ａ種株主またはＡ種

登録株式質権者は、Ａ種種類株式１株あたり、

普通株式１株あたりの残余財産分配額と同額

の残余財産の分配を受ける。 

 

 

第３章 株主総会 

 

第14条の２（種類株主総会） 

第10条、第11条、第13条及び第14条の

規定は、種類株主総会にこれを準用する。 

② 第12条第１項の規定は、会社法第324条第

１項の規定による種類株主総会の決議にこれ

を準用する。 
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現 行 定 款 変  更  案 

③ 第12条第２項の規定は、会社法第324条第

２項の規定による種類株主総会の決議にこれ

を準用する。 

 

２．全部取得条項に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の件－２」） 

（１）変更の理由 

「定款一部変更の件－２」は、前記「１．（１）変更の理由」でご説明申し上げました本全

部取得手続のうち②を実施するものであり、「定款一部変更の件－１」による変更後の当社の

定款の一部をさらに変更し、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付してこれを

全部取得条項付普通株式とし、かつ、当該全部取得条項に従い当社が株主総会の特別決議に

よって全部取得条項付普通株式の全部を取得する場合において、全部取得条項付普通株式１

株と引換えに、「定款一部変更の件－１」における定款変更に基づき新たに発行することが可

能となるＡ種種類株式を1,710,000分の１株の割合をもって交付する旨の定款の定めを設け

るものです。 

かかる定款の定めに従って当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付普通株式の

全部を取得した場合には、前記のとおり、ＮＭホールディングス以外の各株主の皆様に対し

て交付されるＡ種種類株式の数は、１株未満の端数となる予定です。 

 

（２）変更の内容 

変更の内容は以下のとおりです。なお、「定款一部変更の件－２」に係る定款変更は、本臨

時株主総会において「定款一部変更の件－１」および「全部取得条項付普通株式の取得の件」

に係る議案がいずれも原案どおり承認可決されること、並びに本種類株主総会において「定

款一部変更の件－２」に係る議案が原案どおり承認可決されることを条件として、平成 26

年１月30日をもって、その効力が生じるものといたします。 

 

（下線を付した部分は変更箇所を示します。） 

「定款一部変更の件－１」による変更後の定款 追 加 変 更 案 

第２章 株 式 

 

（新  設） 

第２章 株 式 

 

第５条の５（全部取得条項） 

当会社は、当会社が発行する普通株式につ

いて、株主総会の決議によってその全部を取

得できるものとする。当会社が普通株式の全

部を取得する場合には、普通株式の取得と引

換えに、普通株式１株につき、Ａ種種類株式

を1,710,000分の１株の割合をもって交付す

る。 

 

Ⅱ．全部取得条項付普通株式の取得の件 

 

１．全部取得条項付普通株式の全部を取得することを必要とする理由 

前記「Ⅰ．１．（１）変更の理由」でご説明申し上げておりますとおり、当社といたしましては、

ＮＭホールディングスによる当社の完全子会社化が、今後の中長期的な企業価値の向上に資する

ものであるとの結論に至ったことから、株主の皆様のご承認をいただくことを条件として、本全
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部取得手続を行うことといたしました。 

「全部取得条項付普通株式の取得の件」は、前記「Ⅰ．１．（１）変更の理由」でご説明申し上

げました本全部取得手続のうち③を実施するものであり、会社法第171条第１項並びに「定款一

部変更の件－１」および「定款一部変更の件－２」による変更後の当社の定款の規定に基づき、

株主総会の特別決議によって、当社が全部取得条項付普通株式の全部を取得し、当該取得と引換

えに、「定款一部変更の件－１」による定款変更に基づき設けられるＡ種種類株式を交付するもの

です。 

当該交付がなされるＡ種種類株式の数につきましては、全部取得条項付普通株式の株主の皆様

に対して、その所有する全部取得条項付普通株式１株につき、Ａ種種類株式を1,710,000分の１

株の割合をもって交付するものといたします。当該交付がなされるＡ種種類株式の数は、前記の

とおり、ＮＭホールディングス以外の各株主の皆様に対して当社が交付するＡ種種類株式の数が

１株未満の端数となる予定です。 

かかる株主の皆様に対する交付の結果生じるＡ種種類株式の１株未満の端数につきましては、

その合計数（会社法第234条第１項の規定により、その合計数に１株に満たない端数がある場合

には、当該端数は切り捨てられます。）に相当するＡ種種類株式を、会社法第234条の定めに従っ

て売却し、当該売却によって得られた代金をその端数に応じて各株主の皆様に交付いたします。 

かかる売却手続に関し、当社では、会社法第234条第２項の規定に基づき、裁判所の許可を得

てＮＭホールディングスに対してＡ種種類株式を売却することを予定しております。この場合の

Ａ種種類株式の売却金額につきましては、必要となる裁判所の許可が予定どおり得られた場合に

は、別途定める基準日（下記「２．（２）取得日」において定める取得日の前日を基準日とするこ

とを予定しております。）において株主の皆様が所有する全部取得条項付普通株式の数に 500 円

（本公開買付価格と同額）を乗じた金額に相当する金銭が各株主の皆様に交付される価格に設定

することを予定しております。ただし、裁判所の許可が得られない場合や、計算上の端数調整が

必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあり得ます。 

 

２．全部取得条項付普通株式の取得の内容 

（１）全部取得条項付普通株式の取得と引換えに交付する取得対価およびその割当てに関する事項 

会社法第171条第１項並びに「定款一部変更の件－１」および「定款一部変更の件－２」

による変更後の当社の定款の規定に基づき、取得日（下記「（２）取得日」において定めます。）

において、取得日の前日の最終の当社の株主名簿に記載または記録された全部取得条項付普

通株式の株主の皆様に対して、その所有する全部取得条項付普通株式１株と引換えに、Ａ種

種類株式を1,710,000分の１株の割合をもって交付するものといたします。 

 

（２）取得日 

平成26年１月30日 

 

（３）その他 

「全部取得条項付普通株式の取得の件」に係る全部取得条項付普通株式の取得は、本臨時

株主総会において「定款一部変更の件－１」および「定款一部変更の件－２」に係る議案が

いずれも原案どおり承認可決されること、本種類株主総会において「定款一部変更の件－２」

に係る議案が原案どおり承認可決されること、並びに「定款一部変更の件－２」に係る定款

変更の効力が生じることを条件として、その効力が生じるものといたします。 

なお、その他の必要事項につきましては、当社取締役会にご一任いただきたいと存じます。 

 

３．上場廃止の予定 

当社普通株式は、現在、株式会社東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場（以下「ＪＡＳＤＡＱ市場」
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といいます。）に上場されておりますが、本臨時株主総会において「定款一部変更の件－１」、「定

款一部変更の件－２」および「全部取得条項付普通株式の取得の件」に係る議案がいずれも原案

どおり承認可決され、本種類株主総会において「定款一部変更の件－２」に係る議案が原案どお

り承認可決された場合には、当社普通株式は、ＪＡＳＤＡＱ市場の上場廃止基準に該当すること

になりますので、平成25年12月 26日から平成26年１月26日まで整理銘柄に指定された後、平

成26年１月27日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式をＪＡＳＤＡ

Ｑ市場において取引することはできません。 

 

Ⅲ．株券発行に係る定款一部変更の件 

 

１． 提案の理由 

前記のとおり、本臨時株主総会における「定款一部変更の件－１」、「定款一部変更の件－２」

および「全部取得条項付普通株式の取得の件」に係る議案並びに本種類株主総会における「定款

一部変更の件－２」に係る議案が、いずれも原案どおり承認可決される場合、当社普通株式は、

ＪＡＳＤＡＱ市場における上場廃止基準に該当しますので、平成26年１月27日をもって上場廃

止になる予定です。「株券発行に係る定款一部変更の件」は、かかる上場廃止に伴い、会社法第

214条に基づき当社の株式に係る株券を発行するため、当社の定款の一部を変更し、当社が発行

する全部の種類の株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを設けるものです。 

 

２． 変更の内容 

変更の内容は以下のとおりです。なお、「株券発行に係る定款一部変更の件」に係る定款変更

は、本臨時株主総会において「定款一部変更の件－１」、「定款一部変更の件－２」および「全部

取得条項付普通株式の取得の件」に係る議案がいずれも原案どおり承認可決されること、本種類

株主総会において「定款一部変更の件－２」に係る議案が原案どおり承認可決されること、並び

に「全部取得条項付普通株式の取得の件」に係る全部取得条項付普通株式の取得の効力が生じる

ことを条件として、平成26年１月30日をもって、その効力が生じるものといたします。 

 

（下線を付した部分は変更箇所を示します。） 

「定款一部変更の件－１」および 

「定款一部変更の件－２」による変更後の定款
追 加 変 更 案 

第２章 株 式 

 

第５条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、10,000,000

株とし、発行可能種類株式総数は、それぞれ

普通株式は9,999,900株、第５条の４に定め

る内容の株式（以下「Ａ種種類株式」という。）

は100株とする。 

第２章 株 式 

 

第５条（発行可能株式総数及び株券の発行） 

当会社の発行可能株式総数は、10,000,000

株とし、発行可能種類株式総数は、それぞれ

普通株式は9,999,900株、第５条の４に定め

る内容の株式（以下「Ａ種種類株式」という。）

は100株とする。 

② 当会社は、株式に係る株券を発行するもの

とする。 

 

Ⅳ．公告方法変更に係る定款一部変更の件 

 

１． 提案の理由 

インターネットの普及を考慮し、周知性の向上および手続の合理化を図るため、当社の公告方

法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができ
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ない場合の公告方法を定めるものです。 

 

２． 変更の内容 

変更の内容は以下のとおりです。なお、「公告方法変更に係る定款一部変更の件」に係る定款

変更は、「公告方法変更に係る定款一部変更の件」に係る議案が本臨時株主総会において原案ど

おり承認可決された時点で、その効力が生じるものといたします。 

 

（下線を付した部分は変更箇所を示します。） 

「定款一部変更の件－１」による変更後の定款 追 加 変 更 案 

第１章 総則 

 

第４条（公告方法） 

当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する

方法により行う。 

第１章 総則 

 

第４条（公告方法） 

当会社の公告方法は、電子公告とする。た

だし、電子公告によることができない事故そ

の他のやむを得ない事由が生じたときは、日

本経済新聞に掲載する方法により行う。 

 

Ⅴ．本全部取得手続の日程の概要（予定） 

 

本全部取得手続の日程の概要（予定）は以下のとおりです。 

 

本臨時株主総会および本種類株主総会基準日設定公告 平成25年10月28日（月）

本臨時株主総会および本種類株主総会基準日 平成25年11月12日（火）

本臨時株主総会および本種類株主総会招集に関する取締役会決議 平成25年11月25日（月）

本臨時株主総会および本種類株主総会開催日 平成25年12月26日（木）

種類株式発行に係る定款一部変更（「定款一部変更の件－１」）の効力発生

日 
平成25年12月26日（木）

当社普通株式の整理銘柄への指定 平成25年12月26日（木）

当社普通株式の売買最終日 平成26年１月24日（金）

当社普通株式の上場廃止日 平成26年１月27日（月）

全部取得条項付普通株式の取得およびＡ種種類株式交付に係る基準日 平成26年１月29日（水）

全部取得条項に係る定款一部変更（「定款一部変更の件－２」）の効力発生

日 

平成26年１月30日（木）

全部取得条項付普通株式の取得およびＡ種種類株式交付の効力発生日 平成26年１月30日（木）

 

Ⅵ．支配株主との取引等に関する事項 

 

上記「Ⅱ．全部取得条項付普通株式の取得の件」に係る全部取得条項付普通株式の取得（以下

「本取得」といいます。）は、支配株主との取引等に該当します。当社は、コーポレート・ガバナ

ンス報告書において「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」

は定めておりませんが、支配株主との取引等を行う際には、必要に応じて弁護士や第三者機関の

助言を取得するなど、その取引内容および条件の公正性を担保するための措置を講ずるとともに、
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取締役会において慎重に審議のうえ決定することとし、少数株主の利益を害することのないよう

適切に対応することとしております。 

この点、当社は、本取得を実施するにあたり、以下の対応を行っております。 

まず、当社は、本取引の公正性を担保するための措置として、平成25年８月８日付当社プレス

リリースの「３．（４）本公開買付価格の公正性を担保するための措置およ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」記載の各措置を講じております。 

この点、同プレスリリースの「３．（４）③当社における第三者委員会の設置」に記載のとおり、

当社の意思決定の恣意性を排除し、公正性、透明性および客観性のある意思決定過程を確立する

ため、当社取締役会の諮問機関として第三者委員会を設置し、当社取締役会は、本公開買付けに

先立つ平成25年８月８日付で、当該第三者委員会から、(a)当社の中長期的な競争力を強化する

ためには、抜本的な事業構造の再構築が必要であり、本取引が当社の企業価値向上に資すると考

えられることから、本取引の目的は合理的なものであり、(b)二段階買収の際に交付される金銭の

額は本公開買付価格に当該普通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となる

よう算定される予定であること、本公開買付けの条件も公開買付期間が比較的長期間に設定され、

買付株式数の下限もいわゆるマジョリティ・オブ・マイノリティの考え方に基づいていること、

本公開買付価格は合理的なプレミアムを付した価格であると考えられること、利益相反を解消す

るための措置が十分に採られた上で決定された価格であること等から、本取引の条件は妥当であ

り、(c)本取引に係る意思決定過程に当社との間に利益相反関係を有する取締役が参加しておらず、

独立したアドバイザーが選任され、また、独立した第三者評価機関からの株式価値算定書も取得

していること等を踏まえれば、本取引の手続は透明・公正なものであり、したがって(d)本取引は

当社の少数株主にとって不利益なものではないことを内容とする答申書を取得しております。 

また、当社は、本取得の公正性を担保するため、上記「Ⅱ．１．全部取得条項付普通株式の全

部を取得することを必要とする理由」に記載のとおり、Ａ種種類株式をＮＭホールディングスに

売却する場合のＡ種種類株式の売却金額につきましては、必要となる裁判所の許可が予定どおり

得られた場合には、別途定める基準日（上記「Ⅱ．２．（２）取得日」において定める取得日の前

日を基準日とすることを予定しております。）において株主の皆様が所有する全部取得条項付普通

株式の数に500円（本公開買付価格と同額）を乗じた金額に相当する金銭が各株主の皆様に交付

される価格に設定することを予定しております。 

さらに、本日開催の取締役会においては、審議および決議に参加した取締役３名（取締役４名

中、南舘伸和氏を除く出席取締役３名）の全員一致で、本取得に係る議案を本臨時株主総会およ

び本種類株主総会に付議する旨を決議しております。また、監査役３名（うち社外監査役３名）

の全員が上記取締役会に出席し、当該決議につき異議はない旨の意見を述べております。かかる

取締役会の決議の方法その他の本取得の手続等に関しては、当社およびＮＭホールディングスか

ら独立した法務アドバイザーであるシティユーワ法律事務所の法的助言を得ております。 

 

以上 


