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各 位 

 

意見表明報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 
 

 

 平成26年８月12日付で公表した「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」及び株式会社ＡＭＫ

（以下「公開買付者」といいます。）による当社（以下「当社又は対象者」といいます。）の普通株式に対する

公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に対して、当社が、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。

その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）第27条の10第１項に基づいて関東財務局長へ提出した

「意見表明報告書」の中で訂正すべき事項がありましたのお知らせいたします。 

また、公開買付者は本公開買付けに関して、法第27条の８第１項に基づく公開買付届出書の訂正届出書を平

成26年８月15日付で関東財務局長へ提出するとともに、平成26年８月13日付で公表した「公開買付開始公告」

の内容を訂正しましたのであわせてお知らせいたします。詳細は添付資料「（訂正））「プラネックスホール

ディング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」の一部訂正及び公開買付開始公告の訂正

及び公開買付届出書の訂正届出書提出に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、上記訂正の内容は形式的なものであり、法第27条の３第２項第１号に定義される買付条件等の変更は

ありません。 

 
記 

 

Ⅰ．平成26年８月15日付提出の「意見表明報告の訂正報告」の訂正内容 

訂正箇所には下線を付しております。 

 

６ 【会社の支配に関する基本方針に係る対応方針】 

（訂正前） 

公開買付者の親会社であるＤＩ社及び公開買付者の代表取締役である久保田氏は、当社の支配株主で

あるため、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 26 年３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」に関する本取引における適合状況は、

以下のとおりです。 

当社は、「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」に従って、本取

引に係る手続の公正性に配慮した上で、本取引の一環として行われる公開買付者による本公開買付けに

ついて、当社取締役会で審議を行ったうえ、取締役会決議をもって、本公開買付けへ賛同の意見を表明

すること、および、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について決議い

たしました。 

当社取締役会における審議及び決議には公開買付者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及び交渉にも一切参加しておりません。 

また、上記「３ 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 (4) 買付け等の価格の公正性
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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、本公開買付けの公正性を担保し、利益相反を回避するための措置を講じており、

当社の意思決定における支配株主からの独立性は十分に確保されていると考えております。 

さらに、当社は、平成 26 年８月 11 日に、支配株主との間で利害関係を有しない第三者委員会から、

上記「３ 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 (4) 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 ③ 

第三者委員会の設置」に記載した内容の意見書により、本取引に係る当社の決定が少数株主にとって不

利益なものではない旨の意見を入手しております。 

なお、平成 26 年３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」は以下のとおりです。 

「当社と支配株主との取引につきましては、一般の取引条件と同様の適切な条件による取引を基本方

針とし、取引内容及び条件の妥当性について当社取締役会において審議の上、取締役会決議をもって決

定しております。」 

 

（訂正後） 

該当事項はありません。 

 

 

 

以上 
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添付資料 

 

平成26年８月15日 

各  位 

会 社 名 株式会社ＡＭＫ 

代表者名 代表取締役  久保田 克昭 

問合せ先
ライブラ法律 

会計事務所 

弁護士 

 小野 聡 

（ＴＥＬ.０３－６２０６－９６６６） 

 

 

（訂正） 「プラネックスホールディング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」の一部訂正及び公開買付届出書の訂正届出書提出並びに公開

買付開始公告の訂正に関するお知らせ 
 

 

平成26年８月12日付で公表した「プラネックスホールディング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」及び株式会社ＡＭＫ（以下「公開買付者」といいます。）によるプラネックスホールディン

グ（以下「対象者」といいます。）の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。）に関

して、平成26年８月12日付で公表した「プラネックスホールディング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」の中で訂正すべき事項がありましたのでお知らせいたします。 

また、法第27条の８第１項に基づく公開買付届出書の訂正届出書を平成26年８月15日付で関東財務局長

へ提出するとともに、平成26年８月13日付で公表した「公開買付開始公告」の内容を訂正しましたのであわ

せてお知らせいたします。なお、上記訂正の内容は形式的なものであり、法第27条の３第２項第１号に定義

される買付条件等の変更はありません。 

記 
 

Ⅰ．平成 26 年８月 12 付で公表した「プラネックスホールディング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」の訂正内容 

訂正箇所には下線を付しております。 

 

《訂正前》 

株式会社ＡＭＫ（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 26 年８月 12 日、下記のとお

りプラネックスホールディング株式会社（コード番号：6784、ジャスダック上場、以下「対象者」といいま

す。）の普通株式を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定いたしまし

たので、お知らせいたします。 

 

《訂正後》 

株式会社ＡＭＫ（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 26 年８月 12 日、下記のとおりプラネック

スホールディング株式会社（コード番号：6784、ジャスダック上場、以下「対象者」といいます。）の普通

株式を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決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 

《訂正前》 

 

公開買付者は、対象者の株券等を取得及び所有すること等を主たる事業の内容として平成 26 年 7 月 11

日に設立された株式会社であり、本書提出日日現在において、対象者の普通株式（以下「対象者普通株式」
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といいます。）を 4,024,400 株（所有割合 52.94％（小数点以下第三位を四捨五入。以下、別途の記載があ

る場合を除き、所有割合の計算において同様に計算しております。））を所有する対象者の筆頭株主である

ドリームイメージズ有限会社（以下「ＤＩ社」といいます。）がその発行済株式の全てを所有し、対象者普

通株式 926,108 株（所有割合 12.18％）を所有する対象者の第二位株主であり、対象者の代表取締役会長

の久保田克昭（以下「久保田氏」といいます。）が、その代表取締役を務めております。なお、久保田氏は

ＤＩ社の発行済株式の全てを所有しております。 

 

（注 1） 所有割合とは、対象者が平成 26 年８月 12 日に公表した平成 26 年 12 月期第２四半期決算短信

[日本基準]（連結）（以下「対象者平成26年12月期第２四半期決算短信」といいます。）に記載さ

れた平成26年 6月 30日現在の対象者普通株式の発行済株式総数（9,657,500 株）から対象者が所

有する自己株式数（2,056,200 株）を除いた数（7,601,300 株）に対する割合をいいます。以下同

じです。 

（注 2）久保田氏は対象者の役員持株会の会員であり、役員持株会における持分として、17,008 株（小数

点以下を切り捨て、所有割合 0.22％）に相当する対象者普通株式を間接的に保有しており、上記

の久保田氏の所有普通株式数には、当該役員持株会における持分として間接的に保有している対象

者普通株式を含んでおります。以下同じです。 

 

今般、公開買付者は、ＤＩ社及び久保田氏（以下、ＤＩ社及び久保田氏を総称して「対象者支配株主」

といいます。）が所有する対象者普通株式（合計 4,950,508 株（所有割合 65.13％））を除く、対象者の発

行済普通株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得することにより、対象者の普

通株式を非公開化させ、対象者の株主を公開買付者と対象者支配株主のみとするための取引（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することといたしました。 

なお、本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（注 3）に該当し、久保田氏は、本取引

後も継続して対象者の経営にあたることを予定しております。 

 

（注 3）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、買収資金の全部

又は一部を出資して、買収対象会社の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。 

 

公開買付者は、本公開買付けにおいては買付予定数の過半数に相当する対象者普通株式数（1,325,397

株）について対象者の１単元の株式数である 100 株単位で切り上げた株式数 1,325,400 株（所有割合で

17.44％）を買付予定数の下限として設定しており、応募株券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合

には、応募株券等の全部の買付けを行いません。一方、公開買付者は、対象者の発行済普通株式の全て

（但し、対象者が所有する自己株式及び対象者支配株主が所有する対象者普通株式を除きます。）を取得す

ることにより、対象者普通株式を非公開化することを目的としているため、本公開買付けにおいて、買付

予定数の上限を設定しておりませんので、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券

等の全部の買付けを行います。  

 

公開買付者は、本公開買付けにより対象者の発行済普通株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式

及び対象者支配株主が所有する対象者普通株式を除きます。）を取得できなかった場合には、本公開買付け

の成立後に、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

の一連の手続を実施することを予定しております。また、公開買付者は、久保田氏及びＤＩ社とともに対

象会社の安定株主として、対象会社の株式を継続保有することを予定しております。 

 

また、対象者が平成 26 年８月 12 日付けで公表した「ＭＢＯの実施及び応募の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、平成 26 年８月 12 日開催の対象者

取締役会において、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主に対し、本公開買

付けへの応募を推奨する旨の決議をしたとのことです。なお、対象者の取締役会決議は、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対象者の株主を公開買付者と対象者支配株主のみとするこ

とを企図していること及び対象者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

であるとのことです。詳細については、対象者プレスリリース及び後記「２．買付け等の概要 (5) 買
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付け等の価格の算定根拠等 ② 算定の根拠 （イ）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」をご参照ください。 

 

(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 本公開買付けの背景等 

 

（中略） 

 

② 本公開買付け実施後の経営方針等 

 

（中略） 

 

 

(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 

公開買付者及び対象者は、本公開買付けがマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一環として行われ

るものであり、構造的な利益相反の問題が存在すること等を踏まえ、本公開買付けにおける対象者普通

株式１株当たりの買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）の公正性の担保、本公開買付

けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、本公

開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、主として以下の措置 を実施しました。 

 

（後略） 

 

《訂正後》 

 

公開買付者は、対象者の株券等を取得及び所有すること等を主たる事業の内容として平成 26 年 7 月 11

日に設立された株式会社であり、本書提出日日現在において、対象者の普通株式（以下「対象者普通株式」

といいます。）を 4,024,400 株（所有割合 52.94％（小数点以下第三位を四捨五入。以下、別途の記載があ

る場合を除き、所有割合の計算において同様に計算しております。））を所有する対象者の筆頭株主である

ドリームイメージズ有限会社（以下「ＤＩ社」といいます。）がその発行済株式の全てを所有し、対象者普

通株式 926,108 株（所有割合 12.18％）を所有する対象者の第二位株主であり、対象者の代表取締役会長

の久保田克昭（以下「久保田氏」といいます。）が、その代表取締役を務めております。なお、久保田氏は

ＤＩ社の発行済株式の全てを所有しております。 

 

（注 1） 所有割合とは、対象者が平成 26 年８月 12 日に公表した平成 26 年 12 月期第２四半期決算短信

[日本基準]（連結）（以下「対象者平成26年12月期第２四半期決算短信」といいます。）に記載さ

れた平成26年 6月 30日現在の対象者普通株式の発行済株式総数（9,657,500 株）から対象者が所

有する自己株式数（2,056,200 株）を除いた数（7,601,300 株）に対する割合をいいます。以下同

じです。 

（注 2）久保田氏は対象者の役員持株会の会員であり、役員持株会における持分として、17,008 株（小数

点以下を切り捨て、所有割合 0.22％）に相当する対象者普通株式を間接的に保有しており、上記

の久保田氏の所有普通株式数には、当該役員持株会における持分として間接的に保有している対象

者普通株式を含んでおります。以下同じです。 

 

今般、公開買付者は、ＤＩ社及び久保田氏（以下、ＤＩ社及び久保田氏を総称して「対象者支配株主」

といいます。）が所有する対象者普通株式（合計 4,950,508 株（所有割合 65.13％））を除く、対象者の発

行済普通株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得することにより、対象者の普

通株式を非公開化させ、対象者の株主を公開買付者と対象者支配株主のみとするための取引（以下「本取
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引」といいます。）の一環として、本公開買付けを実施することといたしました。 

なお、本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（注 3）に該当し、久保田氏は、本取引

後も継続して対象者の経営にあたることを予定しております。 

 

（注 3）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、買収資金の全部

又は一部を出資して、買収対象会社の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。 

 

公開買付者は、本公開買付けにおいては買付予定数の過半数に相当する対象者普通株式数（1,325,397

株）について対象者の１単元の株式数である 100 株単位で切り上げた株式数 1,325,400 株（所有割合で

17.44％）を買付予定数の下限として設定しており、応募株券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合

には、応募株券等の全部の買付けを行いません。一方、公開買付者は、対象者の発行済普通株式の全て

（但し、対象者が所有する自己株式及び対象者支配株主が所有する対象者普通株式を除きます。）を取得す

ることにより、対象者普通株式を非公開化することを目的としているため、本公開買付けにおいて、買付

予定数の上限を設定しておりませんので、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券

等の全部の買付けを行います。  

 

公開買付者は、本公開買付けにより対象者の発行済普通株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式

及び対象者支配株主が所有する対象者普通株式を除きます。）を取得できなかった場合には、本公開買付け

の成立後に、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

の一連の手続を実施することを予定しております。また、公開買付者は、久保田氏及びＤＩ社とともに対

象会社の安定株主として、対象会社の株式を継続保有することを予定しております。 

 

また、対象者が平成 26 年８月 12 日付けで公表した「ＭＢＯの実施及び応募の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、平成 26 年８月 12 日開催の対象者

取締役会において、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主に対し、本公開買

付けへの応募を推奨する旨の決議をしたとのことです。なお、対象者の取締役会決議は、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対象者の株主を公開買付者と対象者支配株主のみとするこ

とを企図していること及び対象者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

であるとのことです。詳細については、対象者プレスリリース及び後記「２．買付け等の概要 (5) 買

付け等の価格の算定根拠等 ② 算定の経緯 （イ）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」をご参照ください。 

 

(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 本公開買付けの背景等 

 

（中略） 

 

② 公開買付価格の検討 

公開買付者は、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、過去のマネジメント・バイアウト（ＭＢ

Ｏ）の一環として行われた発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例において買付価格に付され

たプレミアムの事例及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者との協議・交

渉を経て、 終的に平成 26 年８月４日に本公開買付けにおける対象者普通株式１株当たりの買付け等の

価格（以下「本公開買付価格」といいます。）を600円に決定いたしました。 

公開買付者は、本公開買付価格の決定に際し、対象者の財務情報等の一般に公開されている情報に基

づきつつ類似事例におけるプレミアム率を参考にする等、対象者の株式価値に関する諸要素を総合的に

考慮した上で、対象者との真摯な協議・交渉の結果等を踏まえて決定していることから第三者機関の算

定書は取得しておりません。 

本公開買付価格である 600 円は、本公開買付け公表日の前営業日である平成 26 年８月 11 日のＪＡＳ
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ＤＡＱにおける対象者普通株式の普通取引終値の 421 円に対して 42.5％（小数点以下第二位四捨五入）、

過去１ヶ月間（平成 26 年 7 月 14 日から平成 26 年８月 11 日まで）の普通取引終値の単純平均値 433 円

（小数点以下四捨五入）に対して 38.6％（小数点以下第二位四捨五入）、過去３ヶ月間（平成 26 年５月

12 日から平成 26 年８月 11 日まで）の普通取引終値の単純平均値 440 円（小数点以下四捨五入）に対し

て36.4％（小数点以下第二位四捨五入）、過去６ヶ月間（平成26年２月12日から平成26年８月11日ま

で）の普通取引終値の単純平均値 508 円（小数点以下四捨五入）に対して 18.1％（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となります。 

 

③ 本公開買付け実施後の経営方針等 

 

（中略） 

 

 

(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 

公開買付者及び対象者は、本公開買付けがマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一環として行われ

るものであり、構造的な利益相反の問題が存在すること等を踏まえ、本公開買付価格の公正性の担保、

本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点

から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、主として以下の措置 を実施しました。 

 

（後略） 

 

 

２．買付け等の概要 

（中略） 

 

《訂正前》 

（５）買付け等の価格の算定根拠等 

 

（中略） 

 

②算定の経緯 

（中略） 

（イ）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 

（中略） 

（ⅰ）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れば、対象者取締役会は、公開買付者から提示された本公開買付価格に

対する意思決定の過程における公正性を担保するために、公開買付者及び対象者から独立し、また、

本取引に関し独立性を有する第三者算定機関であるタレス・トランザクション・アドバイザリー・

サービス株式会社（以下「対象者算定機関」といいます。）に対象者普通株式の株式価値の算定を依頼

し、平成 26 年８月 11 日付で株式算定書を取得したとのことです。なお、対象者算定機関は、公開買

付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有し

ていないとのことです。なお、対象者は、対象者算定機関から本公開買付価格の公正性に関する意見

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。  

対象者算定機関は、複数の株式価値算定手法の中から対象者普通株式の株式価値算定にあたり採用

すべき算定手法を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提のもと、対象者普通株式について多面

的に評価することが適切であるとの考えに基づき、対象者普通株式が上場しており、株式市場におい

て形成された客観的な株式価値を表すことができるということから市場株価法を、また、対象者の収



 

 - 8 -

益力や事業リスクを適切に株式価値に反映させることが可能であるという観点からＤＣＦ法を、さら

に対象者と事業内容や事業リスクの観点から類似する上場会社との比較分析を行うという観点から類

似会社比較法を採用し、これらの各手法を用いて、対象者普通株式の株式価値を算定しているとのこ

とです。対象者算定機関が上記各手法に基づき算定した対象者普通株式の１株当たりの株式価値の範

囲はそれぞれ以下のとおりとのことです。 

 

市場株価法    434円から510円 

ＤＣＦ法     417円から460円 

類似会社比較法  302円から320円 

 

市場株価法では、直近６ヶ月における対象者普通株式の市場取引の状況等を勘案し、平成 26 年８

月８日を基準日として、対象者普通株式の直近１ヶ月の株価終値単純平均値 434 円（小数点以下四捨

五入）、直近３ヶ月の株価終値単純平均値442円（小数点以下四捨五入）及び直近６ヶ月の株価終値単

純平均値 510 円（小数点以下四捨五入）を基に、対象者普通株式の１株当たりの株式価値の範囲を

434 円から 510 円までと算定しているとのことです。なお、市場株価法で使用している対象者普通株

式の株価終値単純平均値についてはＪＡＳＤＡＱにおけるものとのことです。 

ＤＣＦ法では、対象者算定機関は、対象者の事業計画をもとに、平成 26 年７月末日を基準日とし

て、直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素を踏まえて試算した平成 26 年 12 月期

（５ヶ月）から平成 30 年 12 月期までの６期分の対象者の財務予測に基づき、対象者が将来生み出す

と見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて事業価値や株式

価値を分析し、対象者普通株式１株当たりの株式価値の範囲を 417 円から 460 円までと算定している

とのことです。割引率は、7.51％を採用しており、継続価値の算定にあたっては永久成長率法を採用

し、永久成長率は０％として算定しているとのことです。なお、公開買付者が本取引の実行により将

来的に実現可能と考えている抜本的な事業構造改革における各種施策の効果につきましては、収益に

与える影響を現時点において具体的に見積もることは困難ではあるものの、株主の皆様にとってより

有利な算定結果となるように、株式価値算定の基礎とされた財務予測等に上記の各種施策の効果も一

定程度加味しているとのことです。 

まず、(a)平成 26 年 12 月期については、下半期については営業黒字と予測しているものの、中間決

算までの営業赤字を取り戻すことができず、通期では営業赤字になる見込みとのことです。詳しくは、

平成 26 年８月 12 日付けで対象者が公表したプレスリリース「第 2 四半期累計期間業績予想値と実績

値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。(b)平成 27 年度について

は、平成 26 年度に情報通信・ネットワーク関連製品事業でそれまで大きな売上割合を占めていた大型

案件が終了することにもとなって売上高が大きく下がることに加え、店頭外国為替証拠金取引等事業

においては平成 26 年度で抜本的コスト改善を行い、平成 27 年度以降は 小限の運営費用に抑えるこ

とが可能な体制を整える予定であるものの、収益性が低下した企業体質からの脱却のため投資を行う

ことによる投資コストが発生する見込みであり、投資コストを補うまでには至らず、営業赤字が継続

する予測であるとのことです。(c)平成 28 年度および平成 29年度については、それまでの収益改善の

ための投資が功を奏し、粗利率が改善し始めるものの、情報通信・ネットワーク関連製品事業におけ

る独自製品による高粗利率の実現や自動車流通事業における利益率の高い小売りへのシフトを進める

計画ではありますが、平成 27 年度以上に更なる投資を行うことを予定していることから営業赤字は継

続する見込みであるとのことです。(d)なお、平成 30 年度より、これまでの体質改善が功を奏し、ま

た、上場廃止による上場コストの削減効果もあり、営業黒字に転じることを予測しているとのことで

す 。 

ＤＣＦ法の算定の前提とした対象者の財務予測の具体的な数値は以下のとおりとのことです。なお、

当該数値は平成 26 年８月 12 日付で対象者が公表した平成 26 年 12 月期の通期連結業績予想の下方修

正の影響を織り込んでいるとのことです。 

(単位：百万円) 
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平成26年 

12月期 

（5か月） 

平成27年 

12月期 

平成28年 

12月期 

平成30年 

12月期 

平成30年 

12月期 

平成31年 

12月期 

売上高 4,189 6,385 6,237 6,715 7,089 7,612

営業利益又は 

営業損失（△） 
43 △111 △107 48 200 418

EBITDA 77 △74 △72 85 228 446

ﾌﾘｰ･ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 77 △74 △72 85 228 446

 

類似会社比較法では、対象者の主要事業である情報通信・ネットワーク関連製品事業、自動車流通事

業、店頭外国為替証拠金取引等事業を営んでいる国内上場会社のうち、対象者との事業モデルの類似性

を基準として株式会社メルコホールディングス、株式会社アイ・オー・データ機器（情報通信・ネット

ワーク関連製品事業）、アップルインターナショナル株式会社、株式会社ＡＴグループ、株式会社ケー

ユーホールディングス（自動車流通事業）、インヴァスト証券株式会社、株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭ

Ｏ、株式会社マネーパートナーズグループ（店頭外国為替証拠金取引等事業）の計８社を類似会社とし

て抽出した上、ＰＥＲ倍率、ＰＢＲ倍率を用いて分析を行い、対象者普通株式の１株当たりの株式価値

の範囲を302円から320円までと算定しているとのことです。  

以上より、対象者算定機関から対象者が取得した株式価値算定書においては、対象者普通株式の１株

当たりの株式価値の算定結果のレンジは、平成 26 年８月８日を評価基準日として、市場株価法では 434

円から 510 円、ＤＣＦ法では 417 円から 460 円、類似会社比較法では 302 円から 320 円と算定している

とのことです。 

また、対象者取締役会は、対象者算定機関より、対象者普通株式の価値算定に関する評価手法、前提

条件及び算定経緯等についての説明を受けることを通じて、対象者算定機関による上記算定結果の合理

性を確認しているとのことです。 

 

（中略） 

 

（ⅳ）対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の賛成 

 

（中略） 

 

（１１）公開買付開始公告日 

平成26年10月２日（木曜日） 

 

 

《訂正後》 

 

（５）買付け等の価格の算定根拠等 

 

（中略） 

 

②算定の経緯 

 

（中略） 

 

（イ）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 

（中略） 

（ⅰ）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 
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対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、公開買付者から提示された本公開買付価格に

対する意思決定の過程における公正性を担保するために、公開買付者及び対象者から独立し、また、

本取引に関し独立性を有する第三者算定機関であるタレス・トランザクション・アドバイザリー・

サービス株式会社（以下「対象者算定機関」といいます。）に対象者普通株式の株式価値の算定を依頼

し、平成 26 年８月 11 日付で株式算定書を取得したとのことです。なお、対象者算定機関は、公開買

付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有し

ていないとのことです。なお、対象者は、対象者算定機関から本公開買付価格の公正性に関する意見

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。  

対象者算定機関は、複数の株式価値算定手法の中から対象者普通株式の株式価値算定にあたり採用

すべき算定手法を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提のもと、対象者普通株式について多面

的に評価することが適切であるとの考えに基づき、対象者普通株式が上場しており、株式市場におい

て形成された客観的な株式価値を表すことができるということから市場株価法を、また、対象者の収

益力や事業リスクを適切に株式価値に反映させることが可能であるという観点からＤＣＦ法を、さら

に対象者と事業内容や事業リスクの観点から類似する上場会社との比較分析を行うという観点から類

似会社比較法を採用し、これらの各手法を用いて、対象者普通株式の株式価値を算定しているとのこ

とです。対象者算定機関が上記各手法に基づき算定した対象者普通株式の１株当たりの株式価値の範

囲はそれぞれ以下のとおりとのことです。 

 

市場株価法    434円から510円 

ＤＣＦ法     417円から460円 

類似会社比較法  302円から320円 

 

市場株価法では、直近６ヶ月における対象者普通株式の市場取引の状況等を勘案し、平成 26 年８月

８日を基準日として、対象者普通株式の直近１ヶ月の株価終値単純平均値 434 円（小数点以下四捨五

入）、直近３ヶ月の株価終値単純平均値 442 円（小数点以下四捨五入）及び直近６ヶ月の株価終値単純

平均値 510 円（小数点以下四捨五入）を基に、対象者普通株式の１株当たりの株式価値の範囲を 434

円から 510 円までと算定しているとのことです。なお、市場株価法で使用している対象者普通株式の

株価終値単純平均値についてはＪＡＳＤＡＱにおけるものとのことです。 

ＤＣＦ法では、対象者算定機関は、対象者の事業計画をもとに、平成 26 年７月末日を基準日として、

直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素を踏まえて試算した平成 26 年 12 月期

（５ヶ月）から平成 30 年 12 月期までの６期分の対象者の財務予測に基づき、対象者が将来生み出す

と見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて事業価値や株式

価値を分析し、対象者普通株式１株当たりの株式価値の範囲を 417 円から 460 円までと算定している

とのことです。割引率は、7.51％を採用しており、継続価値の算定にあたっては永久成長率法を採用

し、永久成長率は０％として算定しているとのことです。なお、公開買付者が本取引の実行により将

来的に実現可能と考えている抜本的な事業構造改革における各種施策の効果につきましては、収益に

与える影響を現時点において具体的に見積もることは困難ではあるものの、株主の皆様にとってより

有利な算定結果となるように、株式価値算定の基礎とされた財務予測等に上記の各種施策の効果も一

定程度加味しているとのことです。 

まず、(a)平成 26 年 12 月期については、下半期については営業黒字と予測しているものの、中間決

算までの営業赤字を取り戻すことができず、通期では営業赤字になる見込みとのことです。詳しくは、

平成 26 年８月 12 日付けで対象者が公表したプレスリリース「第 2 四半期累計期間業績予想値と実績

値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。(b)平成 27 年度について

は、平成 26 年度に情報通信・ネットワーク関連製品事業でそれまで大きな売上割合を占めていた大型

案件が終了することにもとなって売上高が大きく下がることに加え、店頭外国為替証拠金取引等事業

においては平成 26 年度で抜本的コスト改善を行い、平成 27 年度以降は 小限の運営費用に抑えるこ

とが可能な体制を整える予定であるものの、収益性が低下した企業体質からの脱却のため投資を行う
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ことによる投資コストが発生する見込みであり、投資コストを補うまでには至らず、営業赤字が継続

する予測であるとのことです。(c)平成 28 年度および平成 29 年度については、それまでの収益改善の

ための投資が功を奏し、粗利率が改善し始めるものの、情報通信・ネットワーク関連製品事業におけ

る独自製品による高粗利率の実現や自動車流通事業における利益率の高い小売りへのシフトを進める

計画ではありますが、平成 27 年度以上に更なる投資を行うことを予定していることから営業赤字は継

続する見込みであるとのことです。(d)なお、平成 30 年度より、これまでの体質改善が功を奏し、ま

た、上場廃止による上場コストの削減効果もあり、営業黒字に転じることを予測しているとのことで

す 。 

ＤＣＦ法の算定の前提とした対象者の財務予測の具体的な数値は以下のとおりとのことです。なお、

当該数値は平成 26 年８月 12 日付で対象者が公表した平成 26 年 12 月期の通期連結業績予想の下方修

正の影響を織り込んでいるとのことです。 

(単位：百万円) 

 

平成26年 

12月期 

（5か月） 

平成27年 

12月期 

平成28年 

12月期 

平成29年 

12月期 

平成30年 

12月期 

平成31年 

12月期 

売上高 4,189 6,385 6,237 6,715 7,089 7,612

営業利益又は 

営業損失（△） 
43 △111 △107 48 200 418

EBITDA 77 △74 △72 85 228 446

ﾌﾘｰ･ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 77 △74 △72 85 228 446

 

類似会社比較法では、対象者の主要事業である情報通信・ネットワーク関連製品事業、自動車流通事

業、店頭外国為替証拠金取引等事業を営んでいる国内上場会社のうち、対象者との事業モデルの類似性

を基準として株式会社メルコホールディングス、株式会社アイ・オー・データ機器（情報通信・ネット

ワーク関連製品事業）、アップルインターナショナル株式会社、株式会社ＡＴグループ、株式会社ケー

ユーホールディングス（自動車流通事業）、インヴァスト証券株式会社、株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭ

Ｏ、株式会社マネーパートナーズグループ（店頭外国為替証拠金取引等事業）の計８社を類似会社とし

て抽出した上、EBITDA 倍率、ＰＥＲ倍率、ＰＢＲ倍率を用いて分析を行い、対象者普通株式の１株当た

りの株式価値の範囲を302円から320円までと算定しているとのことです。  

以上より、対象者算定機関から対象者が取得した株式価値算定書においては、対象者普通株式の１株

当たりの株式価値の算定結果のレンジは、平成 26 年８月８日を評価基準日として、市場株価法では 434

円から 510 円、ＤＣＦ法では 417 円から 460 円、類似会社比較法では 302 円から 320 円と算定している

とのことです。 

また、対象者取締役会は、対象者算定機関より、対象者普通株式の価値算定に関する評価手法、前提

条件及び算定経緯等についての説明を受けることを通じて、対象者算定機関による上記算定結果の合理

性を確認しているとのことです。 

 

（中略） 

 

（ⅳ）対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認 

 

（中略） 

 

（１１）公開買付開始公告日 

平成26年８月13日（水曜日） 

 

 

 

３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し 
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（訂正前） 

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理由」をご参照ください。 

 

（訂正後） 

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 

（訂正前） 

 (a)  公開買付者と対象者との間の合意の有無及び内容 

対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成 26 年８月 12 日開催の対象者取締役会において、本

公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主に対し、本公開買付けへの応募を推奨す

る旨の決議をしたとのことです。なお、これらの対象者の意思決定の過程に係る詳細については、対象

者プレスリリース及び前記「２．買付け等の概要 (5) 買付け等の価格の算定根拠等 ② 算定の根拠 

（イ）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）」をご参照ください。 

（後略） 

 

（訂正後） 

(a)  公開買付者と対象者との間の合意の有無及び内容 

対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成 26 年８月 12 日開催の対象者取締役会において、本

公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主に対し、本公開買付けへの応募を推奨す

る旨の決議をしたとのことです。なお、これらの対象者の意思決定の過程に係る詳細については、対象

者プレスリリース及び前記「２．買付け等の概要 (5) 買付け等の価格の算定根拠等 ② 算定の経緯 

（イ）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）」をご参照ください。 

（後略） 

 

  



 

 - 13 -

Ⅱ．平成26年８月15日付、公開買付者提出の「公開買付届出書の訂正届出書」の訂正内容 

訂正箇所には下線を付しております。 

 

第１ 【公開買付要項】 

 

３．【買付け等の目的】 

 

(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 

（訂正前） 

① 本公開買付けの背景等 

（中略） 

② 本公開買付け実施後の経営方針等 

（後略） 

 

（訂正後） 

① 本公開買付けの背景等 

（中略） 

② 公開買付価格の検討 

公開買付者は、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、過去のマネジメント・バイアウト（ＭＢ

Ｏ）の一環として行われた発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例において買付価格に付され

たプレミアムの事例及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者との協議・交

渉を経て、 終的に平成26年８月４日に本公開買付けにおける対象者普通株式１株当たりの買付け等の

価格（以下「本公開買付価格」といいます。）を600円に決定いたしました。 

公開買付者は、本公開買付価格の決定に際し、対象者の財務情報等の一般に公開されている情報に基

づきつつ類似事例におけるプレミアム率を参考にする等、対象者の株式価値に関する諸要素を総合的に

考慮した上で、対象者との真摯な協議・交渉の結果等を踏まえて決定していることから第三者機関の算

定書は取得しておりません。 

本公開買付価格である 600 円は、本公開買付け公表日の前営業日である平成 26 年８月 11 日のＪＡＳ

ＤＡＱにおける対象者普通株式の普通取引終値の 421 円に対して 42.5％（小数点以下第二位四捨五入）、

過去１ヶ月間（平成 26年 7 月 14 日から平成 26 年８月 11 日まで）の普通取引終値の単純平均値 433 円

（小数点以下四捨五入）に対して 38.6％（小数点以下第二位四捨五入）、過去３ヶ月間（平成 26 年５月

12 日から平成26年８月 11 日まで）の普通取引終値の単純平均値440 円（小数点以下四捨五入）に対し

て 36.4％（小数点以下第二位四捨五入）、過去６ヶ月間（平成 26 年２月 12 日から平成 26 年８月 11 日

まで）の普通取引終値の単純平均値 508 円（小数点以下四捨五入）に対して 18.1％（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となります。 

また、本書提出日の前営業日である平成 26 年８月 12 日のＪＡＳＤＡＱにおける対象者普通株式の普

通取引終値の 430 円に対して、39.5％（小数点以下第二位四捨五入）のプレミアムを加えた金額となり

ます。 

 

③ 本公開買付け実施後の経営方針等 

（後略） 

 

 (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 

 

（訂正前） 

公開買付者及び対象者は、本公開買付けがマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一環として行われ
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るものであり、構造的な利益相反の問題が存在すること等を踏まえ、本公開買付けにおける対象者普通

株式１株当たりの買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）の公正性の担保、本公開買付

けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、本公

開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、主として以下の措置を実施しました。 

 

（訂正後） 

公開買付者及び対象者は、本公開買付けがマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一環として行われ

るものであり、構造的な利益相反の問題が存在すること等を踏まえ、本公開買付価格の公正性の担保、

本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点

から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、主として以下の措置を実施しました。 

 

 

４ 【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】 

 

(２) 【買付け等の価格】 

（訂正前） 

算定の基礎 

公開買付者は、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、過去のマネジメント・バイ

アウト（ＭＢＯ）の一環として行われた発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例

において買付価格に付されたプレミアムの事例及び本公開買付けに対する応募の見通し等

を総合的に勘案し、対象者との協議・交渉を経て、 終的に平成26年８月４日に本公開買

付価格を600円に決定いたしました。 

公開買付者は、本公開買付価格の決定に際し、対象者の財務情報等の一般に公開されて

いる情報に基づきつつ類似事例におけるプレミアム率を参考にする等、対象者の株式価値

に関する諸要素を総合的に考慮した上で、対象者との真摯な協議・交渉の結果等を踏まえ

て第三者機関の算定書は取得しておりません。 

本公開買付価格である 600 円は、本公開買付け公表日の前営業日である平成 26 年８月

11 日のＪＡＳＤＡＱにおける対象者普通株式の普通取引終値の 421 円に対して 42.5％

（小数点以下第二位四捨五入）、過去１ヶ月間（平成 26 年７月 14 から平成 26 年８月 11

日まで）の普通取引終値の単純平均値 433 円（小数点以下四捨五入）に対して 38.6％

（小数点以下第二位四捨五入）、過去３ヶ月間（平成 26 年５月 12 日から平成 26 年８月

11 日まで）の普通取引終値の単純平均値 440 円（小数点以下四捨五入）に対して 36.4％

（小数点以下第二位四捨五入）、過去６ヶ月間（平成 26 年２月 12 日から平成 26 年８月

11 日まで）の普通取引終値の単純平均値 508 円（小数点以下四捨五入）に対して 18.1％

（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となります。また、本

書提出日の前営業日である平成 26 年８月 12 日のＪＡＳＤＡＱにおける対象者普通株式の

普通取引終値の 430 円に対して、39.5％（小数点以下第二位四捨五入）のプレミアムを加

えた金額となります。 

(本公開買付価格の決定に至る経緯) 

（中略） 

② 対象者における第三者委員会の設置 

対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けがＭＢＯのための本取引の

一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題が存在し得ること等を踏ま

え、本取引についての検討を慎重に期し、本公開買付けに対する意見表明に関する対象

者の意思決定過程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

過程を確立するとともに、対象者の株主の利益を保護することを目的として、平成 26

年７月 24 日に、対象者の業務執行を行う経営陣から独立している対象者の社外監査役

と、公開買付者及び対象者のいずれからも独立性を有する弁護士である委員によって構

成される第三者委員会（第三者委員会の委員としては、荒木裕一（委員長・社外監査

役）、山崎貴史（社外監査役）、遠山康（弁護士）の３氏を選定しております。）を設
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置したとのことです。そして、対象者は、平成 26 年７月 24 日に、当該第三者委員会に

対して、（1）本公開買付け及びその後の二段階買収を含む一連の本取引により、対象

者の企業価値が向上するか否か、（2）本公開買付価格の公正性が担保されているか否

か、(3)本取引により公開買付者が対象者の発行済株式の全て（但し、対象者が所有す

る自己株式及び対象者支配株主が所有する株式を除きます。）を取得することが対象者

の少数株主にとって不利益か否か、を検討し対象者取締役会に対して意見を述べるこ

と、を委嘱したとのことです。 

第三者委員会は、平成 26 年７月 24 日から同年８月 11 日まで合計５回開催され、上

記委嘱事項について、慎重に検討及び協議を行ったとのことです。具体的には、（ⅰ）

対象者ないし公開買付者より提出された各検討資料その他必要な情報・資料等の収集及

び検討、（ⅱ）公開買付者に対する質問書の送付、（ⅲ）公開買付者の代表取締役であ

る久保田氏及び公開買付者の法務アドバイザーであるライブラ法律会計事務所との面談

によるインタビュー調査、（ⅳ）本取引に関する対象者代表取締役社長である池上宏氏

との面談によるヒアリング調査等を行い、本公開買付けを含む本取引の概要、本取引の

背景、本取引の意義・目的、公開買付者及び対象者の状況、公開買付者及び対象者が意

思決定をするに至る経緯・検討過程について、説明を受けるとともに、質疑応答を行っ

たとのことです。また、第三者委員会は、対象者の代表取締役社長である池上宏氏か

ら、対象者の事業計画について説明を受け質疑応答を行った上で、対象者算定機関が作

成した株式価値算定書に基づいて対象者普通株式の価値評価に関する説明及び当該価値

評価に関するヒアリング調査をしているとのことです。なお、第三者委員会は、対象者

の法務アドバイザーである法律事務所ＤＵＯＮから本公開買付けを含む本取引に関する

意思決定過程、意思決定方法その他本公開買付けを含む本取引に関する意思決定にあ

たっての留意点に関する法的助言を受けているとのことです。 

 その結果、第三者委員会は、(a) (ⅰ)対象者においては、現状の資金ポジションや

昨今の間接金融市場の超低金利環境により、資本市場からの資金調達ニーズが相対的に

減退しており、上場を維持するメリットが相当限定的であることから、上場維持に要す

るコストに見合う上場メリットが享受できていないこと、(ⅱ)対象者を取り巻く事業環

境の悪化等に鑑みて、今後も対象者が競争優位を維持するためには抜本的な事業構造改

革が必要であるところ、かかる施策の実施には、多額の先行投資を要し、短期的には対

象者の利益やキャッシュ・フローの悪化を招くと共に、 終的な結果が伴わないリスク

が相当程度あることから、当該リスクを対象者の既存株主に負担させることは望ましく

ないとの考えから、本取引を行うことにより一旦対象者を非公開化するという選択肢も

十分考えられること、(b)(ⅰ)本公開買付価格は、対象者算定機関による株式価値算定

書に照らすと、市場株価法による１ヶ月終値単純平均株価である 434 円に対して

38.2％、３ヶ月終値単純平均株価である 442 円に対して 35.7％、６ヶ月終値単純平均株

価である 510 円に対して 17.6％のプレミアムが付された価格であること、ＤＣＦ法によ

る対象者普通株式の価値である１株 417 円～460 円を上回ること、類似会社比較法によ

る対象者普通株式の価値である１株 302 円～320 円を上回ること、（ⅱ）公開買付者は

本公開買付けにおける対象者普通株式の買取価格を他社事例におけるプレミアム率を参

考にしてこれと遜色ない価格という観点から決定しているところ、本公開買付価格は平

成 26 年８月８日における対象者株価終値である 427 円に 40.5％のプレミアムが付され

た価格であり、他社事例におけるプレミアム率に比して不合理なものではないこと、

（ⅲ）本公開買付けにおける公開買付期間は 30 営業日とされており、比較的長期間に

設定されていること、（ⅳ）対象者と公開買付者との間では、公開買付者の対抗者が出

現した場合に、当該対抗者が貴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

意等は行われていないこと、（ⅴ）対象者においては平成 26 年５月 13 日に業績の下方

修正を行っているところ、久保田氏が本公開買付けを考え始めたのは平成 26 年５月下

旬であり当該下方修正よりも後であること、（ⅵ）公開買付者は平成 26 年７月 8 日

に、対象者に対し公開買付価格を同日の対象者普通株式の市場価格（446 円）に 20％程
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度のプレミアムを付した価格（535 円程度）としたい旨の提案を行い、これに対し、対

象者は、公開買付者との間で平成 26 年５月 13 日に対象者が業績予測修正をしたことに

より株価が下落していることに鑑みると、平成 26 年７月８日現在の対象者普通株式の

市場価格（446 円）に 20％程度のプレミアムを付加した価格（535 円程度 ）では、合理

的なプレミアムが付加されているとは評価できないと判断し、公開買付価格を引き上げ

ることが必要であると考え、平成 26 年７月 31 日に、ライブラ法律会計事務所に対し、

公開買付価格を上記業績の下方修正の影響を受けていない平成 26 年５月 13 日現在にお

ける対象者普通株式の市場価格である 565 円よりも高い価格であり、かつ、平成 26 年

７月 31 日現在の対象者普通株式の市場価格（441 円）に対し 30％から 40％程度のプレ

ミアムを付した価格（573 円から 617 円程度）に引き上げるよう要求し、その結果、平

成 26 年８月４日、ライブラ法律会計事務所より、公開買付価格を１株 600 円に引き上

げる旨の回答を得ており、公開買付価格に関する交渉が継続的に行われており、当該交

渉の結果、公開買付者が対象者の意見を考慮して公開買付価格を増額していること、 

本公開買付価格である１株 600 円という価格は当該下方修正の影響を受けていない平成

26 年５月 13 日現在における対象者株価終値である 565 円よりも高い価格であること、

短期的にみれば今後対象者の業績はさらに下落する見込みであり、今後株主に対して本

公開買付価格である１株 600 円と同水準での株式売却の機会を提供できない可能性が相

当程度存することから、本取引を今行うという判断は合理性を欠くとまでは言えないこ

と、(c)（ⅰ）本全部取得手続に際して、これに反対する株主は株式買取請求権及び価

格決定請求権を行使することが可能となっていること、（ⅱ）本全部取得手続は本公開

買付けの成立後速やかに行われる見込みであり、かつその際に交付される金銭の額は本

公開買付価格に対象者の株主の皆様が所有していた対象者普通株式の数を乗じた価格と

同一となるように算定される予定であること、（ⅲ）買付株式数の下限は対象者の発行

済株式総数（9,657,500 株）から、対象者支配株主が所有する株式（4,950,508 株）及

び対象者が所有する自己株式数（2,056,200 株）を除いた数（2,650,792 株）の過半数

に相当する株式数（1,325,397 株）について対象者の１単元の株式数である 100 株単位

で切り上げた株式数（1,325,400 株、所有割合：17.44％）とされており、下限設定の水

準として不合理であるとまでは言えないこと等から、（１）本公開買付け及びその後の

二段階買収を含む一連の取引により、対象者の企業価値は中長期的には向上し得ると認

め得ること、（２）本公開買付価格の公正性は担保されていると認め得ること、（３）

本取引により公開買付者が対象者の発行済株式の全て（但し、対象者が所有する自己株

式及び対象者支配株主が所有する株式を除く。）を取得する取引は対象者の少数株主に

とって不利益とまでは言えないと認め得ることを、それぞれ委員全員の一致で承認し、

その旨の答申書を、対象者取締役会に提出しているとのことです。 

 

③ 対象者における外部の法律事務所からの助言 

対象者プレスリリースによれば、対象者は、法務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、法律事務所ＤＵＯＮを選任し、本公開買付けを含

む本取引に関する意思決定過程、意思決定方法その他留意点について依頼したのことで

す。対象者は、法律事務所ＤＵＯＮから、適宜法的助言を受けながら、対象者が本公開

買付けに賛同の意見を表明することが取締役の善管注意義務に違反しない旨の法的意見

書も取得したうえ、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・検討を行っているとのことです。対象者は、法律事務所ＤＵＯＮ

から、上記法的意見書の内容についての説明を受けることを通して、上記法的意見書の

合意理性について確認しているとのことです。 

（後略） 

 

（訂正後） 
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算定の基礎 

公開買付者は、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、過去のマネジメント・バイ

アウト（ＭＢＯ）の一環として行われた発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例

において買付価格に付されたプレミアムの事例及び本公開買付けに対する応募の見通し等

を総合的に勘案し、対象者との協議・交渉を経て、 終的に平成26年８月４日に本公開買

付価格を600円に決定いたしました。 

公開買付者は、本公開買付価格の決定に際し、対象者の財務情報等の一般に公開されて

いる情報に基づきつつ類似事例におけるプレミアム率を参考にする等、対象者の株式価値

に関する諸要素を総合的に考慮した上で、対象者との真摯な協議・交渉の結果等を踏まえ

て第三者機関の算定書は取得しておりません。 

本公開買付価格である 600 円は、本公開買付け公表日の前営業日である平成 26 年８月

11日のＪＡＳＤＡＱにおける対象者普通株式の普通取引終値の421円に対して42.5％（小

数点以下第二位四捨五入）、過去１ヶ月間（平成 26 年７月 14 から平成 26 年８月 11 日ま

で）の普通取引終値の単純平均値 433 円（小数点以下四捨五入）に対して 38.6％（小数点

以下第二位四捨五入）、過去３ヶ月間（平成 26 年５月 12 日から平成 26 年８月 11 日ま

で）の普通取引終値の単純平均値 440 円（小数点以下四捨五入）に対して 36.4％（小数点

以下第二位四捨五入）、過去６ヶ月間（平成 26 年２月 12 日から平成 26 年８月 11 日ま

で）の普通取引終値の単純平均値 508 円（小数点以下四捨五入）に対して 18.1％（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となります。また、本書提出日

の前営業日である平成 26 年８月 12 日のＪＡＳＤＡＱにおける対象者普通株式の普通取引

終値の 430 円に対して、39.5％（小数点以下第二位四捨五入）のプレミアムを加えた金額

となります。 

（後略） 

算定の経緯 

(本公開買付価格の決定に至る経緯) 

（中略） 

② 対象者における第三者委員会の設置 

対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けがＭＢＯのための本取引の一

環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題が存在し得ること等を踏まえ、本

取引についての検討を慎重に期し、本公開買付けに対する意見表明に関する対象者の意思

決定過程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

するとともに、対象者の株主の利益を保護することを目的として、平成 26 年７月 24 日

に、対象者の業務執行を行う経営陣から独立している対象者の社外監査役と、公開買付者

及び対象者のいずれからも独立性を有する弁護士である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、荒木裕一（委員長・社外監査役）、山崎貴史（社外

監査役）、遠山康（弁護士）の３氏を選定しております。）を設置したとのことです。そ

して、対象者は、平成26年７月24日に、当該第三者委員会に対して、（1）本公開買付け

及びその後の二段階買収を含む一連の本取引により、対象者の企業価値が向上するか否

か、（2）本公開買付価格の公正性が担保されているか否か、(3)本取引により公開買付者

が対象者の発行済株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式及び対象者支配株主が所

有する株式を除きます。）を取得することが対象者の少数株主にとって不利益か否か、を

検討し対象者取締役会に対して意見を述べること、を委嘱したとのことです。 

第三者委員会は、平成26年７月24日から同年８月11日まで合計５回開催され、上記委

嘱事項について、慎重に検討及び協議を行ったとのことです。具体的には、（ⅰ）対象者

ないし公開買付者より提出された各検討資料その他必要な情報・資料等の収集及び検討、

（ⅱ）公開買付者に対する質問書の送付、（ⅲ）公開買付者の代表取締役である久保田氏

及び公開買付者の法務アドバイザーであるライブラ法律会計事務所との面談によるインタ

ビュー調査、（ⅳ）本取引に関する対象者代表取締役社長である池上宏氏との面談による

ヒアリング調査等を行い、本公開買付けを含む本取引の概要、本取引の背景、本取引の意

義・目的、公開買付者及び対象者の状況、公開買付者及び対象者が意思決定をするに至る

経緯・検討過程について、説明を受けるとともに、質疑応答を行ったとのことです。ま
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た、第三者委員会は、対象者の代表取締役社長である池上宏氏から、対象者の事業計画に

ついて説明を受け質疑応答を行った上で、対象者算定機関が作成した株式価値算定書に基

づいて対象者普通株式の価値評価に関する説明及び当該価値評価に関するヒアリング調査

をしているとのことです。なお、第三者委員会は、対象者の法務アドバイザーである法律

事務所ＤＵＯＮから本公開買付けを含む本取引に関する意思決定過程、意思決定方法その

他本公開買付けを含む本取引に関する意思決定にあたっての留意点に関する法的助言を受

けているとのことです。 

 その結果、第三者委員会は、(a) (ⅰ)対象者においては、現状の資金ポジションや昨今

の間接金融市場の超低金利環境により、資本市場からの資金調達ニーズが相対的に減退し

ており、上場を維持するメリットが相当限定的であることから、上場維持に要するコスト

に見合う上場メリットが享受できていないこと、(ⅱ)対象者を取り巻く事業環境の悪化等

に鑑みて、今後も対象者が競争優位を維持するためには抜本的な事業構造改革が必要であ

るところ、かかる施策の実施には、多額の先行投資を要し、短期的には対象者の利益や

キャッシュ・フローの悪化を招くと共に、 終的な結果が伴わないリスクが相当程度ある

ことから、当該リスクを対象者の既存株主に負担させることは望ましくないとの考えか

ら、本取引を行うことにより一旦対象者を非公開化するという選択肢も十分考えられるこ

と、(b)(ⅰ)本公開買付価格は、対象者算定機関による株式価値算定書に照らすと、市場株

価法による１ヶ月終値単純平均株価である 434 円に対して 38.2％、３ヶ月終値単純平均株

価である442円に対して35.7％、６ヶ月終値単純平均株価である510円に対して17.6％の

プレミアムが付された価格であること、ＤＣＦ法による対象者普通株式の価値である１株

417 円～460 円を上回ること、類似会社比較法による対象者普通株式の価値である１株 302

円～320 円を上回ること、（ⅱ）公開買付者は本公開買付けにおける対象者普通株式の買

取価格を他社事例におけるプレミアム率を参考にしてこれと遜色ない価格という観点から

決定しているところ、本公開買付価格は平成26年８月８日における対象者株価終値である

427 円に 40.5％のプレミアムが付された価格であり、他社事例におけるプレミアム率に比

して不合理なものではないこと、（ⅲ）本公開買付けにおける公開買付期間は30営業日と

されており、比較的長期間に設定されていること、（ⅳ）対象者と公開買付者との間で

は、公開買付者の対抗者が出現した場合に、当該対抗者が貴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等は行われていないこと、（ⅴ）対象者においては平成26年

５月13日に業績の下方修正を行っているところ、久保田氏が本公開買付けを考え始めたの

は平成 26 年５月下旬であり当該下方修正よりも後であること、（ⅵ）公開買付者は平成

26 年７月 8 日に、対象者に対し公開買付価格を同日の対象者普通株式の市場価格（446

円）に 20％程度のプレミアムを付した価格（535 円程度）としたい旨の提案を行い、これ

に対し、対象者は、公開買付者との間で平成 26 年５月 13 日に対象者が業績予測修正をし

たことにより株価が下落していることに鑑みると、平成26年７月８日現在の対象者普通株

式の市場価格（446 円）に 20％程度のプレミアムを付加した価格（535 円程度 ）では、合

理的なプレミアムが付加されているとは評価できないと判断し、公開買付価格を引き上げ

ることが必要であると考え、平成 26 年７月 31 日に、ライブラ法律会計事務所に対し、公

開買付価格を上記業績の下方修正の影響を受けていない平成 26 年５月 13 日現在における

対象者普通株式の市場価格である 565 円よりも高い価格であり、かつ、平成 26 年７月 31

日現在の対象者普通株式の市場価格（441 円）に対し 30％から 40％程度のプレミアムを付

した価格（573 円から 617 円程度）に引き上げるよう要求し、その結果、平成 26 年８月４

日、ライブラ法律会計事務所より、公開買付価格を１株 600 円に引き上げる旨の回答を得

ており、公開買付価格に関する交渉が継続的に行われており、当該交渉の結果、公開買付

者が対象者の意見を考慮して公開買付価格を増額していること、 本公開買付価格である１

株 600 円という価格は当該下方修正の影響を受けていない平成 26 年５月 13 日現在におけ

る対象者株価終値である 565 円よりも高い価格であること、短期的にみれば今後対象者の

業績はさらに下落する見込みであり、今後株主に対して本公開買付価格である１株 600 円

と同水準での株式売却の機会を提供できない可能性が相当程度存することから、本取引を
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今行うという判断は合理性を欠くとまでは言えないこと、(c)（ⅰ）本全部取得手続に際し

て、これに反対する株主は株式買取請求権及び価格決定請求権を行使することが可能と

なっていること、（ⅱ）本全部取得手続は本公開買付けの成立後速やかに行われる見込み

であり、かつその際に交付される金銭の額は本公開買付価格に対象者の株主の皆様が所有

していた対象者普通株式の数を乗じた価格と同一となるように算定される予定であるこ

と、（ⅲ）買付株式数の下限は対象者の発行済株式総数（9,657,500 株）から、対象者支

配株主が所有する株式（4,950,508 株）及び対象者が所有する自己株式数（2,056,200 株）

を除いた数（2,650,792 株）の過半数に相当する株式数（1,325,397株）について対象者の

１単元の株式数である 100 株単位で切り上げた株式数（1,325,400 株、所有割合：

17.44％）とされており、下限設定の水準として不合理であるとまでは言えないこと等か

ら、（１）本公開買付け及びその後の二段階買収を含む一連の取引により、対象者の企業

価値は中長期的には向上し得ると認め得ること、（２）本公開買付価格の公正性は担保さ

れていると認め得ること、（３）本取引により公開買付者が対象者の発行済株式の全て

（但し、対象者が所有する自己株式及び対象者支配株主が所有する株式を除く。）を取得

する取引は対象者の少数株主にとって不利益とまでは言えないと認め得ることを、それぞ

れ委員全員の一致で承認し、平成 26 年８月 11 日付で、その旨の答申書を、対象者取締役

会に提出しているとのことです。 

 

③ 対象者における外部の法律事務所からの助言 

対象者プレスリリースによれば、対象者は、法務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、法律事務所ＤＵＯＮを選任し、本公開買付けを含む本

取引に関する意思決定過程、意思決定方法その他留意点について依頼したとのことです。

対象者は、法律事務所ＤＵＯＮから、適宜法的助言を受けながら、対象者が本公開買付け

に賛同の意見を表明することが取締役の善管注意義務に違反しない旨の法的意見書も取得

したうえ、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・検討を行っているとのことです。対象者は、法律事務所ＤＵＯＮから、上記法

的意見書の内容についての説明を受けることを通して、上記法的意見書の合理性について

確認しているとのことです。 

（後略） 
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Ⅲ．平成26年８月15日付、公開買付者公表の「公開買付開始公告」の訂正内容 

訂正箇所には下線を付しております。 

 

１．公開買付けの目的 

 

（訂正前） 

(1) 本公開買付けの概要 

公開買付者は、プラネックスホールディング株式会社（以下「対象者」といいます。）の株券等を取得

及び所有すること等を主たる事業の内容として平成 26 年 7 月 11 日に設立された株式会社であり、本公

告日現在において、対象者の普通株式（以下「対象者普通株式」といいます。）を 4,024,400 株（所有割

合 52.94％（小数点以下第三位を四捨五入。以下、別途の記載がある場合を除き、所有割合の計算におい

て同様に計算しております。））を所有する対象者の筆頭株主であるドリームイメージズ有限会社（以下

「ＤＩ社」といいます。）がその発行済株式の全てを所有し、対象者普通株式 926,108 株（所有割合

12.18％）を所有する対象者の第二位株主であり、対象者の代表取締役会長の久保田克昭（以下「久保田

氏」といいます。）が、その代表取締役を務めております。なお、久保田氏はＤＩ社の発行済株式の全て

を所有しております。 

（注 1） 所有割合とは、対象者が平成 26 年８月 12 日に公表した平成 26 年 12 月期第２四半期決算短

信[日本基準]（連結）（以下「対象者平成 26 年 12 月期第２四半期決算短信」といいます。）に

記載された平成 26 年 6 月 30 日現在の対象者普通株式の発行済株式総数（9,657,500 株）から

対象者が所有する自己株式数（2,056,200株）を除いた数（7,601,300株）に対する割合をいい

ます。以下同じです。 

（注2）久保田氏は対象者の役員持株会の会員であり、役員持株会における持分として、17,008株（小

数点以下を切り捨て、所有割合 0.22％）に相当する対象者普通株式を間接的に保有しており、

上記の久保田氏の所有普通株式数には、当該役員持株会における持分として間接的に保有して

いる対象者普通株式を含んでおります。以下同じです。 

 今般、公開買付者は、ＤＩ社及び久保田氏（以下、ＤＩ社及び久保田氏を総称して「対象者支配株主」

といいます。）が所有する対象者普通株式（合計 4,950,508 株（所有割合 65.13％））を除く、対象者の発

行済普通株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得することにより、対象者の

普通株式を非公開化させ、対象者の株主を公開買付者と対象者支配株主のみとするための取引（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することといたしました。 

なお、本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（注 3）に該当し、久保田氏は、本取

引後も継続して対象者の経営にあたることを予定しております。 

（注 3）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、買収資金の全

部又は一部を出資して、買収対象会社の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。 

公開買付者は、後記「(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 ⑤ 買付予定数の下限の設定」に記載のとおり、本

公開買付けにおいては買付予定数の過半数に相当する対象者普通株式数（1,325,397 株）について対象者

の１単元の株式数である 100 株単位で切り上げた株式数 1,325,400 株（所有割合で 17.44％）を買付予定

数の下限として設定しており、応募株券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合には、応募株券等

の全部の買付けを行いません。一方、公開買付者は、対象者の発行済普通株式の全て（但し、対象者が

所有する自己株式及び対象者支配株主が所有する対象者普通株式を除きます。）を取得することにより、

対象者普通株式を非公開化することを目的としているため、本公開買付けにおいて、買付予定数の上限

を設定しておりませんので、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の

買付けを行います。  

公開買付者は、本公開買付けにより対象者の発行済普通株式の全て（但し、対象者が所有する自己株

式及び対象者支配株主が所有する対象者普通株式を除きます。）を取得できなかった場合には、本公開買

付けの成立後に、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）」

に記載の一連の手続を実施することを予定しております。また、公開買付者は、久保田氏及びＤＩ社と
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ともに対象会社の安定株主として、対象会社の株式を継続保有することを予定しております。 

また、対象者が平成 26 年８月 12 日付けで公表した「ＭＢＯの実施及び応募の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、平成 26 年８月 12 日開催の対象者

取締役会において、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主に対し、本公開買

付けへの応募を推奨する旨の決議をしたとのことです。なお、対象者の取締役会決議は、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対象者の株主を公開買付者と対象者支配株主のみとするこ

とを企図していること及び対象者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

であるとのことです。詳細については、対象者プレスリリース及び後記「(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 

④対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の賛成」をご参照ください。 

 

(中略) 

 

(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 

公開買付者及び対象者は、本公開買付けがマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一環として行われ

るものであり、構造的な利益相反の問題が存在すること等を踏まえ、本公開買付価格の公正性の担保、

本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点

から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、主として以下の措置を実施しました。なお、

以下の記載のうち対象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。 

 

① 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れば、対象者取締役会は、公開買付者から提示された本公開買付価格に対

する意思決定の過程における公正性を担保するために、公開買付者及び対象者から独立し、また、本取

引に関し独立性を有する第三者算定機関であるタレス・トランザクション・アドバイザリー・サービス

株式会社（以下「対象者算定機関」といいます。）に対象者普通株式の株式価値の算定を依頼し、平成 26

年７月 31 日付で株式価値算定書①を、平成 26 年８月６日付で株式価値算定書②を、平成 26 年８月 11

日付で株式算定書③を取得しているとのことです。なお、対象者算定機関は、公開買付者及び対象者の

関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有していないとのことで

す。なお、対象者は、対象者算定機関から本公開買付価格の公正性に関する意見書（フェアネス・オピ

ニオン）を取得していないとのことです。 

対象者算定機関は、複数の株式価値算定手法の中から対象者普通株式の株式価値算定にあたり採用す

べき算定手法を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提のもと、対象者普通株式について多面的に

評価することが適切であるとの考えに基づき、対象者普通株式が上場しており、株式市場において形成

された客観的な価値を表すことができるということから市場株価法を、また、対象者の収益力や事業リ

スクを適切に株式価値に反映させることが可能であるという観点から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。）を、さらに対象者と事業内容や事業リスクの観点から類似す

る上場会社との比較分析を行うという観点から類似会社比較法を採用し、これら各手法を用いて、対象

者普通株式の株式価値を算定しているとのことです。対象者算定機関が上記各手法に基づき算定した株

式価値算定書によれば対象者普通株式の１株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりとのこと

です。 

市場株価法    434円から510円 

ＤＣＦ法     417円から460円 

類似会社比較法  302円から320円 

市場株価法では、直近６ヶ月における対象者普通株式の市場取引の状況等を勘案し、平成 26 年８月８

日を基準日として、対象者普通株式の直近１ヶ月の株価終値単純平均値 434 円（小数点以下四捨五入）、

直近３ヶ月の株価終値単純平均値 442 円（小数点以下四捨五入）及び直近６ヶ月の株価終値単純平均値

510 円（小数点以下四捨五入）を基に、対象者普通株式の１株当たりの株式価値の範囲を 434 円から 510

円までと算定しているとのことです。なお、市場株価法で使用している対象者普通株式の株価終値単純
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平均値についてはＪＡＳＤＡＱにおけるものとのことです。 

ＤＣＦ法では、対象者算定機関は、対象者の事業計画をもとに、平成 26 年７月末日を基準日として、

直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素を踏まえて試算した平成 26 年 12 月期（５ヶ

月）から平成 31 年 12 月期までの６期分の対象者の財務予測に基づき、対象者が将来生み出すと見込ま

れるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて事業価値や株式価値を分析

し、対象者普通株式１株当たりの株式価値の範囲を 417 円から 460 円までと算定しているとのことです。

割引率は、7.51％を採用しており、継続価値の算定にあたっては永久成長率法を採用し、永久成長率は

０％として算定しているとのことです。なお、公開買付者が本取引の実行により将来的に実現可能と考

えている抜本的な事業構造改革における各種施策の効果につきましては、収益に与える影響を現時点に

おいて具体的に見積もることは困難ではあるものの、株主の皆様にとってより有利な算定結果となるよ

うに、株式価値算定の基礎とされた財務予測等に上記の各種施策の効果も一定程度加味しているとのこ

とです。 

ＤＣＦ法の算定の前提とした対象者の財務予測の内容は、以下のとおりであるとのことです。 

まず、平成 26 年 12 月期については、下半期については営業黒字と予測しているものの、中間決算ま

での営業赤字を取り戻すことができず、通期では営業赤字になる見込みであるとのことです。平成 27 年

12 月期については、平成 26 年 12 月期に情報通信・ネットワーク関連製品事業で大きな売上の割合を占

めていた大型案件が終了することにともない、売上高が大きく下がることが予測されるとのことです。

また、「(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本公開買付けの背景等」において記載したとおり、収益性が低下した企業体質から

の脱却のための投資を行うため、投資コストが発生する見込みであるとのことです。一方で、店頭外国

為替証拠金取引等事業においては、平成 26 年 12 月期で抜本的コスト改善を行い、平成 27 年 12 月期以

降は 小限の運営費用に抑えることが可能な体制を整える予定であるとのことです。もっとも、上記の

投資コストを補うまでには至らず、赤字が継続する予定であるとのことです。平成 28 年 12 月期および

平成 29 年 12 月期は、それまでの収益改善のための投資が功を奏し、粗利率が改善し始める予測である

とのことです。情報通信・ネットワーク関連製品事業では、他社に真似のできない独自製品により、高

粗利率を実現し、自動車流通事業においては利益率の高い小売りへのシフトを進める計画であるとのこ

とです。しかし、平成 27 年 12 月期にましてさらなる投資を行うことを予定しており、赤字が継続する

予定であるとのことです。平成 30 年 12 月期より、これまでの体質改善が功を奏し、また、上場廃止に

よる上場コストの削減効果もあり、黒字に転じることを予定しているとのことです。 

ＤＣＦ法の算定の前提とした対象者の財務予測の具体的な数値は以下のとおりとのことです。なお、

当該数値は平成 26 年８月 12 日付で対象者が公表した平成 26 年 12 月期の通期連結業績予想の下方修正

の影響を織り込んでいるとのことです。 

(単位：百万円) 

 

平成26年 

12月期 

（5か月） 

平成27年

12月期 

平成28年

12月期 

平成29年

12月期 

平成30年 

12月期 

平成31年 

12月期 

売上高 4,189 6,385 6,237 6,715 7,089 7,612 

営業利益 43 -111 -107 48 200 418 

EBITDA 77 -74 -72 85 228 446 

ﾌﾘｰ･ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 77 -74 -72 85 228 446 

 

類似会社比較法では、対象者の主要事業である情報通信・ネットワーク関連製品事業、自動車流通事

業、店頭外国為替証拠金取引等事業を営んでいる国内上場会社のうち、対象者との事業モデルの類似性

を基準として株式会社メルコホールディングス、株式会社アイ・オー・データ機器（情報通信・ネット

ワーク関連製品事業）、アップルインターナショナル株式会社、株式会社ＡＴグループ、株式会社ケー

ユーホールディングス（自動車流通事業）、インヴァスト証券株式会社、株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭ

Ｏ、株式会社マネーパートナーズグループ（店頭外国為替証拠金取引等事業）の計８社を類似会社とし

て抽出した上、ＰＥＲ倍率、ＰＢＲ倍率を用いて分析を行い、対象者普通株式の１株当たりの株式価値

の範囲を302円から320円までと算定しているとのことです。 

以上により、対象者算定機関から対象者が取得した株式価値算定書においては、対象者普通株式の１
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株当たりの株式価値の算定結果のレンジは、平成 26 年８月８日を評価基準日として、市場株価法では

434円から510円、ＤＣＦ法では417円から460円、類似会社比較法では302円から320円と算定してい

るとのことです。 

また、対象者取締役会は、対象者算定機関より、対象者普通株式の価値算定に関する評価手法、前提

条件及び算定経緯等についての説明を受けることおよび対象者算定機関との質疑応答を通じて、対象者

算定機関による上記算定結果の合理性を確認しているとのことです。 

 

（中略） 

 

④ 対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の賛成 

（後略） 

 

（訂正後） 

(1) 本公開買付けの概要 

公開買付者は、プラネックスホールディング株式会社（以下「対象者」といいます。）の株券等を取得

及び所有すること等を主たる事業の内容として平成 26 年 7 月 11 日に設立された株式会社であり、本公

告日現在において、対象者の普通株式（以下「対象者普通株式」といいます。）を 4,024,400 株（所有割

合 52.94％（小数点以下第三位を四捨五入。以下、別途の記載がある場合を除き、所有割合の計算におい

て同様に計算しております。））を所有する対象者の筆頭株主であるドリームイメージズ有限会社（以下

「ＤＩ社」といいます。）がその発行済株式の全てを所有し、対象者普通株式 926,108 株（所有割合

12.18％）を所有する対象者の第二位株主であり、対象者の代表取締役会長の久保田克昭（以下「久保田

氏」といいます。）が、その代表取締役を務めております。なお、久保田氏はＤＩ社の発行済株式の全て

を所有しております。 

（注 1） 所有割合とは、対象者が平成 26 年８月 12 日に公表した平成 26 年 12 月期第２四半期決算短

信[日本基準]（連結）（以下「対象者平成 26 年 12 月期第２四半期決算短信」といいます。）に

記載された平成 26 年 6 月 30 日現在の対象者普通株式の発行済株式総数（9,657,500 株）から

対象者が所有する自己株式数（2,056,200株）を除いた数（7,601,300株）に対する割合をいい

ます。以下同じです。 

（注2）久保田氏は対象者の役員持株会の会員であり、役員持株会における持分として、17,008株（小

数点以下を切り捨て、所有割合 0.22％）に相当する対象者普通株式を間接的に保有しており、

上記の久保田氏の所有普通株式数には、当該役員持株会における持分として間接的に保有して

いる対象者普通株式を含んでおります。以下同じです。 

 今般、公開買付者は、ＤＩ社及び久保田氏（以下、ＤＩ社及び久保田氏を総称して「対象者支配株主」

といいます。）が所有する対象者普通株式（合計 4,950,508 株（所有割合 65.13％））を除く、対象者の発

行済普通株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得することにより、対象者の

普通株式を非公開化させ、対象者の株主を公開買付者と対象者支配株主のみとするための取引（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することといたしました。 

なお、本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）（注 3）に該当し、久保田氏は、本取

引後も継続して対象者の経営にあたることを予定しております。 

（注 3）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、買収資金の全

部又は一部を出資して、買収対象会社の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。 

公開買付者は、後記「(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 ⑤ 買付予定数の下限の設定」に記載のとおり、本

公開買付けにおいては買付予定数の過半数に相当する対象者普通株式数（1,325,397 株）について対象者

の１単元の株式数である 100 株単位で切り上げた株式数 1,325,400 株（所有割合で 17.44％）を買付予定

数の下限として設定しており、応募株券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合には、応募株券等

の全部の買付けを行いません。一方、公開買付者は、対象者の発行済普通株式の全て（但し、対象者が

所有する自己株式及び対象者支配株主が所有する対象者普通株式を除きます。）を取得することにより、
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対象者普通株式を非公開化することを目的としているため、本公開買付けにおいて、買付予定数の上限

を設定しておりませんので、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の

買付けを行います。  

公開買付者は、本公開買付けにより対象者の発行済普通株式の全て（但し、対象者が所有する自己株

式及び対象者支配株主が所有する対象者普通株式を除きます。）を取得できなかった場合には、本公開買

付けの成立後に、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）」

に記載の一連の手続を実施することを予定しております。また、公開買付者は、久保田氏及びＤＩ社と

ともに対象会社の安定株主として、対象会社の株式を継続保有することを予定しております。 

また、対象者が平成 26 年８月 12 日付けで公表した「ＭＢＯの実施及び応募の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、平成 26 年８月 12 日開催の対象者

取締役会において、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主に対し、本公開買

付けへの応募を推奨する旨の決議をしたとのことです。なお、対象者の取締役会決議は、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対象者の株主を公開買付者と対象者支配株主のみとするこ

とを企図していること及び対象者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

であるとのことです。詳細については、対象者プレスリリース及び後記「(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 

④対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認」をご参照ください。 

 

（中略） 

 

(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 

公開買付者及び対象者は、本公開買付けがマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一環として行われ

るものであり、構造的な利益相反の問題が存在すること等を踏まえ、本公開買付価格の公正性の担保、

本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点

から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、主として以下の措置を実施しました。なお、

以下の記載のうち対象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。 

 

① 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れば、対象者取締役会は、公開買付者から提示された本公開買付価格に対

する意思決定の過程における公正性を担保するために、公開買付者及び対象者から独立し、また、本取

引に関し独立性を有する第三者算定機関であるタレス・トランザクション・アドバイザリー・サービス

株式会社（以下「対象者算定機関」といいます。）に対象者普通株式の株式価値の算定を依頼し、平成 26

年８月 11 日付で株式算定書を取得しているとのことです。なお、対象者算定機関は、公開買付者及び対

象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有していないとの

ことです。なお、対象者は、対象者算定機関から本公開買付価格の公正性に関する意見書（フェアネ

ス・オピニオン）を取得していないとのことです。 

対象者算定機関は、複数の株式価値算定手法の中から対象者普通株式の株式価値算定にあたり採用す

べき算定手法を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提のもと、対象者普通株式について多面的に

評価することが適切であるとの考えに基づき、対象者普通株式が上場しており、株式市場において形成

された客観的な価値を表すことができるということから市場株価法を、また、対象者の収益力や事業リ

スクを適切に株式価値に反映させることが可能であるという観点から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。）を、さらに対象者と事業内容や事業リスクの観点から類似す

る上場会社との比較分析を行うという観点から類似会社比較法を採用し、これら各手法を用いて、対象

者普通株式の株式価値を算定しているとのことです。対象者算定機関が上記各手法に基づき算定した株

式価値算定書によれば対象者普通株式の１株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりとのこと

です。 

市場株価法    434円から510円 

ＤＣＦ法     417円から460円 
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類似会社比較法  302円から320円 

市場株価法では、直近６ヶ月における対象者普通株式の市場取引の状況等を勘案し、平成 26 年８月８

日を基準日として、対象者普通株式の直近１ヶ月の株価終値単純平均値 434 円（小数点以下四捨五入）、

直近３ヶ月の株価終値単純平均値 442 円（小数点以下四捨五入）及び直近６ヶ月の株価終値単純平均値

510 円（小数点以下四捨五入）を基に、対象者普通株式の１株当たりの株式価値の範囲を 434 円から 510

円までと算定しているとのことです。なお、市場株価法で使用している対象者普通株式の株価終値単純

平均値についてはＪＡＳＤＡＱにおけるものとのことです。 

ＤＣＦ法では、対象者算定機関は、対象者の事業計画をもとに、平成 26 年７月末日を基準日として、

直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素を踏まえて試算した平成 26 年 12 月期（５ヶ

月）から平成 31 年 12 月期までの６期分の対象者の財務予測に基づき、対象者が将来生み出すと見込ま

れるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて事業価値や株式価値を分析

し、対象者普通株式１株当たりの株式価値の範囲を 417 円から 460 円までと算定しているとのことです。

割引率は、7.51％を採用しており、継続価値の算定にあたっては永久成長率法を採用し、永久成長率は

０％として算定しているとのことです。なお、公開買付者が本取引の実行により将来的に実現可能と考

えている抜本的な事業構造改革における各種施策の効果につきましては、収益に与える影響を現時点に

おいて具体的に見積もることは困難ではあるものの、株主の皆様にとってより有利な算定結果となるよ

うに、株式価値算定の基礎とされた財務予測等に上記の各種施策の効果も一定程度加味しているとのこ

とです。 

ＤＣＦ法の算定の前提とした対象者の財務予測の内容は、以下のとおりであるとのことです。 

まず、平成 26 年 12 月期については、下半期については営業黒字と予測しているものの、中間決算ま

での営業赤字を取り戻すことができず、通期では営業赤字になる見込みであるとのことです。平成 27 年

12 月期については、平成 26 年 12 月期に情報通信・ネットワーク関連製品事業で大きな売上の割合を占

めていた大型案件が終了することにともない、売上高が大きく下がることが予測されるとのことです。

また、「(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本公開買付けの背景等」において記載したとおり、収益性が低下した企業体質から

の脱却のための投資を行うため、投資コストが発生する見込みであるとのことです。一方で、店頭外国

為替証拠金取引等事業においては、平成 26 年 12 月期で抜本的コスト改善を行い、平成 27 年 12 月期以

降は 小限の運営費用に抑えることが可能な体制を整える予定であるとのことです。もっとも、上記の

投資コストを補うまでには至らず、赤字が継続する予定であるとのことです。平成 28 年 12 月期および

平成 29 年 12 月期は、それまでの収益改善のための投資が功を奏し、粗利率が改善し始める予測である

とのことです。情報通信・ネットワーク関連製品事業では、他社に真似のできない独自製品により、高

粗利率を実現し、自動車流通事業においては利益率の高い小売りへのシフトを進める計画であるとのこ

とです。しかし、平成 27 年 12 月期にましてさらなる投資を行うことを予定しており、赤字が継続する

予定であるとのことです。平成 30 年 12 月期より、これまでの体質改善が功を奏し、また、上場廃止に

よる上場コストの削減効果もあり、黒字に転じることを予定しているとのことです。 

ＤＣＦ法の算定の前提とした対象者の財務予測の具体的な数値は以下のとおりとのことです。なお、

当該数値は平成 26 年８月 12 日付で対象者が公表した平成 26 年 12 月期の通期連結業績予想の下方修正

の影響を織り込んでいるとのことです。 

(単位：百万円) 

 

平成26年 

12月期 

（5か月） 

平成27年

12月期 

平成28年

12月期 

平成29年

12月期 

平成30年 

12月期 

平成31年 

12月期 

売上高 4,189 6,385 6,237 6,715 7,089 7,612 

営業利益 43 -111 -107 48 200 418 

EBITDA 77 -74 -72 85 228 446 

ﾌﾘｰ･ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 77 -74 -72 85 228 446 

 

類似会社比較法では、対象者の主要事業である情報通信・ネットワーク関連製品事業、自動車流通事

業、店頭外国為替証拠金取引等事業を営んでいる国内上場会社のうち、対象者との事業モデルの類似性

を基準として株式会社メルコホールディングス、株式会社アイ・オー・データ機器（情報通信・ネット
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ワーク関連製品事業）、アップルインターナショナル株式会社、株式会社ＡＴグループ、株式会社ケー

ユーホールディングス（自動車流通事業）、インヴァスト証券株式会社、株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭ

Ｏ、株式会社マネーパートナーズグループ（店頭外国為替証拠金取引等事業）の計８社を類似会社とし

て抽出した上、EBITDA 倍率、ＰＥＲ倍率、ＰＢＲ倍率を用いて分析を行い、対象者普通株式の１株当た

りの株式価値の範囲を302円から320円までと算定しているとのことです。 

以上により、対象者算定機関から対象者が取得した株式価値算定書においては、対象者普通株式の１

株当たりの株式価値の算定結果のレンジは、平成 26 年８月８日を評価基準日として、市場株価法では

434円から510円、ＤＣＦ法では417円から460円、類似会社比較法では302円から320円と算定してい

るとのことです。 

また、対象者取締役会は、対象者算定機関より、対象者普通株式の価値算定に関する評価手法、前提

条件及び算定経緯等についての説明を受けることおよび対象者算定機関との質疑応答を通じて、対象者

算定機関による上記算定結果の合理性を確認しているとのことです。 

 

（中略） 

 

 (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 

（中略） 

④ 対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認 

（後略） 

 

 

３．対象者又はその役員との本公開買付けに関する合意の有無 

（訂正前） 

(1) 公開買付者と対象者との間の合意の有無及び内容 

対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成 26 年８月 12 日開催の対象者取締役会において、本

公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主に対し、本公開買付けへの応募を推奨す

る旨の決議をしたとのことです。なお、これらの対象者の意思決定の過程に係る詳細については、対象

者プレスリリース及び前記「１．公開買付けの目的 (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 ④対象者における利

害関係を有しない取締役及び監査役全員の賛成」をご参照ください。 

 

（訂正後） 

(1) 公開買付者と対象者との間の合意の有無及び内容 

対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成 26 年８月 12 日開催の対象者取締役会において、本

公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主に対し、本公開買付けへの応募を推奨す

る旨の決議をしたとのことです。なお、これらの対象者の意思決定の過程に係る詳細については、対象

者プレスリリース及び前記「１．公開買付けの目的 (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 ④対象者における利

害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認」をご参照ください。 

 

 

以上 

 

 


