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平成 27 年 11 月 25 日 

各      位 

情 報 技 術 開 発 株 式 会 社

( h t t p : / / w w w . t d i . c o . j p /）

代 表 取 締 役 社 長 三好 一郎 

(ＪＡＳＤＡＱ･コード番号  9638)

問い合わせ先  

取締役兼上席執行役員 

管理統括部長 
羽生 信一朗

TEL 03-3372-4224 

 

株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年 11 月 25 日開催の取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、下記

のとおり、平成 28 年１月 14 日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を招

集し、本臨時株主総会に第１号議案「株式併合の件」及び第２号議案「定款の一部変更の件」をそれ

ぞれ付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、当社の普通株式（以下「当社普通株式」といいます。）は、上記手続の過程において、株式会

社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の有価証券上場規程に定めるＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）市場（以下「ＪＡＳＤＡＱ」といいます。）における上場廃止基準に該当することと

なります。これにより、当社普通株式は、平成 28 年１月 14 日から平成 28 年２月１日までの間、整理

銘柄に指定された後、平成 28 年２月２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ＪＡＳＤＡＱにおいて取引することはできませんので、ご留意くださいますようお願いいたし

ます。 

 

記 
 

Ⅰ．株式併合について 

１．株式併合を行う目的及び理由 

平成 27 年 10 月 30 日付け当社プレスリリース「ＮＣＳＣホールディングス株式会社による当社株

券等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及び主要株主の異動に関す

るお知らせ」（以下「公開買付け結果プレスリリース」といいます。）においてお知らせいたしまし

たとおり、ＮＣＳＣホールディングス株式会社（以下「ＮＣＳＣホールディングス」といいます。）

は、平成 27 年９月 14 日から平成 27 年 10 月 29 日までの 30 営業日を公開買付けの買付け等の期間

（以下「公開買付期間」といいます。）とする当社普通株式並びに平成 17 年６月 22 日開催の当社第

37 回定時株主総会の決議及び同日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下

「本新株予約権」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施

しました。本公開買付けの結果、平成 27 年 11 月６日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、

ＮＣＳＣホールディングスは当社普通株式 6,011,446 株（所有割合（注）72.12%）を保有するに至

っております。 

 

（注）所有割合とは、当社が平成 27 年８月７日に提出した第 48 期第１四半期報告書（以下「当

社第 48 期第１四半期報告書」といいます。）に記載された平成 27 年６月 30 日現在の当社

の発行済普通株式総数（8,908,560 株）から、当社第 48 期第１四半期報告書に記載された
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同日現在の当社が所有する自己株式数（581,960 株）を控除した株式数（8,326,600 株）に、

当社が平成 27 年６月 29 日に提出した第 47 期有価証券報告書に記載された平成 27 年５月

31 日現在の本新株予約権（86 個）の目的となる当社普通株式の数（8,600 株）を加算した

株式数（8,335,200 株）（以下「自己株式を除いた希薄化後の総株式数」といいます。）に

対する割合（なお、小数点以下第三位を四捨五入しております。）をいいます。 

 

ＮＣＳＣホールディングスは、当社普通株式及び本新株予約権を取得及び保有すること並びに当

社の事業を支配及び管理すること等を目的として、平成 27 年８月 14 日に設立された株式会社であ

り、本日現在、スリーライク株式会社（以下「スリーライク」といいます。）がその発行済株式の

全てを所有し、かつ、当社の代表取締役社長である三好一郎氏がその代表取締役を務めております。

ＮＣＳＣホールディングスの完全親会社であるスリーライクは、三好一郎氏の資産管理会社であり、

本日現在、三好一郎氏がその発行済株式の全てを所有し、かつ、その代表取締役を務めております。 

平成 27 年９月 11 日付け当社プレスリリース「ＭＢＯの実施及び応募推奨のお知らせ」（以下「意

見表明プレスリリース」といいます。）においてお知らせいたしましたとおり、三好一郎氏は、急激

に事業環境が変化する状況において、従来型の手組みの受託型ソフトウェア開発とそうした情報シ

ステムの保守・運用ビジネスが主力となっている当社にとっては、既存ビジネスのサービス力の向

上を目的とした企業改革は不可避であり、これを収益基盤に据えながらも、今後のＩＴの社会変革

に対応するための新規事業を確立させていくことが、当社の持続的な成長には必要不可欠であると

判断したとのことです。そして、これを実現していくためには大手企業をはじめとする情報システ

ム投資が堅調に推移し、当社が比較的収益の確保をすることが出来ているこの時期において、今後

予想される事業環境の変化を成長機会と捉え更なる発展を目指すべく、当社における抜本的な事業

改革を、迅速かつ柔軟に実施していくことが必要と考えるに至ったとのことです。 

そして、三好一郎氏は、当社において急激に変化する事業環境を乗り切り、激化する競争に勝ち

抜くための一貫した経営ビジョンに基づく断固とした経営改革を実行するためには、株主、経営陣

及び従業員が一丸となって当社の経営改革に注力するだけにとどまらず、経営者自身にリスクを集

中して、その自己責任において迅速かつ果敢に意思決定できる経営体制を構築することこそが、中

長期的観点から当社の企業価値の最大化のために取り組むべき施策であると考え、平成 27 年７月上

旬から、ＪＡＳＤＡＱに上場している当社の発行済普通株式の全て（但し、当社が所有する自己株

式及び株式会社セールス・プロモーション・センター（以下「セールス・プロモーション・センタ

ー」といいます。）が所有する当社普通株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得すること

により、当社普通株式を非公開化するための一連の取引（以下「本取引」といいます。）についての

具体的な検討を開始したとのことです。その結果、当社の中長期的な戦略の実行に伴い不可避的に

発生するリスクを当社の株主の皆様に負って頂くことを回避するため、柔軟かつ迅速な経営戦略の

実行が可能となるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法による当社普通株式の非公開化を行

うことが、株主の皆様にとって最善であり、また、当社の企業価値の更なる向上に資すると判断す

るに至ったとのことです。 

 

意見表明プレスリリースにおいてお知らせいたしましたとおり、当社としましても、ＮＣＳＣホ

ールディングスの提案を受けて、株式会社ＡＧＳコンサルティング（以下「ＡＧＳコンサルティン

グ」といいます。）が作成した平成 27 年９月 10 日付け株式価値算定書（以下「当社株式価値算定書」

といいます。）、リーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から得られた

本公開買付けを含む本取引に係る意思決定過程等に関する法的助言、第三者委員会から提出された

答申書その他の関連資料を踏まえ、平成 27 年９月 11 日に取締役会を開催し、本取引により当社の

中長期的な成長及び持続的な企業価値の向上の実現を図ることができるか、本公開買付けにおける

買付価格及び本公開買付けにおけるその他の条件は妥当なものか等の観点から慎重に協議及び検討

いたしました。 

そして、当社の取締役会は、一般株主の皆様を当社における抜本的な事業改革に伴い発生するリ
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スクから遮断した上で、経営改革を推進し、当社の今後の成長と企業価値の更なる向上を目指すた

めには、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法による当社普通株式の非公開化を行い、株主

と経営者の一体化を図ることにより、三好一郎氏のリーダーシップのもとスピード感を持って経営

を行うことが最善の選択肢であると判断いたしました。当社の取締役会は、本取引のメリットと共

に、株式の非公開化に伴うデメリットについても慎重に評価・検討いたしました。確かに、株式の

非公開化によって、株式市場からの資金調達を行うことができなくなり、また上場会社として当社

が享受してきた知名度や信用力に影響を及ぼす可能性は否定できません。しかしながら、現在の当

社の財務状況においては、株式市場からの大規模な資金調達の必要性は低く、そのような大規模な

資金調達を行わなくとも抜本的なビジネスモデルの転換が可能であると考えており、また、当社の

約 50 年に亘る事業活動の中で、既に数多くのお取引先様からの信用も十分に頂戴していると考えら

れることから、株式の非公開化によって当社の知名度及び信用力が大幅に下落することは考えにく

いため、当社の取締役会は、株式の非公開化のデメリットよりも、メリットの方が勝ると判断いた

しました。また、当社の取締役会は、ＮＣＳＣホールディングスから最終提案を受けた本公開買付

けにおける買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）は、直近の一定期間の平均株価

に対してプレミアムが付与された価格により当社の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を

提供するものであると判断いたしました。 

以上のような検討の結果、当社の取締役会は、本公開買付けへの賛同の意見を表明し、かつ、当

社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。また、当該取

締役会において、本新株予約権については、当社は本新株予約権に係る買付け等の価格の妥当性に

ついて検討を行っておらず、また本新株予約権は当社の取締役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、本新株予約権の買付け等の価格は１個当たり１円とされていることから、

本公開買付けに応募するか否かについて、本新株予約権に係る新株予約権者の皆様の判断に委ねる

ことを併せて決議いたしました。 

 

このような経緯を経て本取引が進められて参りましたが、本公開買付けによってもＮＣＳＣホー

ルディングスは当社普通株式の全て（但し、当社が所有する自己株式及びセールス・プロモーショ

ン・センターが所有する当社普通株式を除きます。）を取得できなかったことから、ＮＣＳＣホール

ディングスより、当社に対して、当社普通株式の併合を行うこと及び当社普通株式の併合の効力発

生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案とする本臨

時株主総会を開催するよう要請がありました。ＮＣＳＣホールディングスとの協議の結果、当社は、

本臨時株主総会において株主様のご承認をいただくことを条件として、当社の株主をＮＣＳＣホー

ルディングス及びセールス・プロモーション・センターのみとするために、当社普通株式 249,157

株を１株に併合すること（以下「本株式併合」といいます。）といたしました。なお、本新株予約権

につきましては、本日までに、行使又は放棄の申し出がなされており、全て消滅しております。 

 

本株式併合により、ＮＣＳＣホールディングス及びセールス・プロモーション・センター以外の

株主の皆様の保有する株式の数は、１株に満たない端数となる予定です。 

 

なお、本取引の経緯の詳細につきましては、意見表明プレスリリース及び公開買付け結果プレス

リリースも併せてご参照ください。 

 

２．株式併合の要旨 

（１）株式併合の日程 

① 株主総会基準日公告日 平成 27 年 11 月２日（月） 

② 株主総会基準日 平成 27 年 11 月 18 日（水） 

③ 取締役会決議日 平成 27 年 11 月 25 日（水） 
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④ 臨時株主総会開催日 平成 28 年１月 14 日（木）（予定） 

⑤ 整理銘柄指定 平成 28 年１月 14 日（木）（予定） 

⑥ 当社普通株式の売買最終日 平成 28 年２月１日（月）（予定） 

⑦ 当社普通株式の上場廃止日 平成 28 年２月２日（火）（予定） 

⑧ 株式併合の効力発生日 平成 28 年２月５日（金）（予定） 

 

（２）株式併合の内容 

①併合する株式の種類及び併合比率 

 当社普通株式 249,157 株を１株に併合いたします。 

②減少する発行済株式総数 

 8,332,389 株 

③効力発生前における発行済株式総数 

 8,332,422 株 

（注）当社は、本取締役会において、平成 27 年 12 月２日付で自己株式 576,138 株を消却する

ことを決議しており、「効力発生前における発行済株式総数」として、消却後の発行済株

式総数である 8,332,422 株を記載しております。 
④効力発生後における発行済株式総数 

 33 株 

⑤効力発生日における発行可能株式総数 

 120 株 

⑥１株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込

まれる金銭の額 

 上記「１．株式併合を行う目的及び理由」に記載のとおり、本株式併合により、ＮＣＳＣホー

ルディングス及びセールス・プロモーション・センター以外の株主の皆様の保有する株式の数は、

１株に満たない端数となる予定です。 

併合の結果生じる１株に満たない端数の処理の方法につきましては、その合計数（会社法（平

成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第 235 条第１項の規定により、

その合計数に１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。）に相当する数の

株式を、会社法第 235 条その他の関連法令の規定に従って売却し、その売却により得られた代金

を端数が生じた株主の皆様に対して、その端数に応じて交付いたします。かかる売却手続に関し、

当社は、会社法第 235 条第２項が準用する会社法第 234 条第２項の規定に基づき、裁判所の許可

を得た上で、当該端数の合計数に相当する当社普通株式をＮＣＳＣホールディングスに売却する

こと、又は会社法第 235 条第２項が準用する会社法第 234 条第２項及び同条第４項の規定に基づ

き、裁判所の許可を得た上で、当社が買い取ることを予定しております。 

この場合の売却価格につきましては、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、

本株式併合の効力発生日の前日である平成 28 年２月４日の最終の当社の株主名簿において株主

の皆様が保有する普通株式の数（以下「基準株式数」といいます。）に本公開買付価格と同額であ

る 1,450 円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しており

ます。但し、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ます。 

 

３．株式併合に係る端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 

（１）端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠及び理由 

① 親会社等がある場合における当該親会社等以外の当社の株主の利益を害さないように留意した

事項 
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本公開買付け及び本株式併合を含む本取引が、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に加え、本公開買付けの結

果、ＮＣＳＣホールディングスが当社の親会社に該当することが予想されていたことから、当社

及びＮＣＳＣホールディングスは、本公開買付価格及び本新株予約権１個当たりの買付け等の価

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、本公開買付け及び本株式併合を含む本取引の公正性を担保し、

当社の親会社であるＮＣＳＣホールディングス及びその関係者であるセールス・プロモーショ

ン・センター以外の株主の皆様の利益を害さないよう、下記「（３）本取引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」記載の措置を講じております。 

 

② １株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込

まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項 

上記「２．株式併合の要旨」「（２）株式併合の内容」「⑥ １株未満の端数が生じる場合の処理

の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額」に記載のとおり、端

数処理により株主の皆様に交付することが見込まれる金銭の額は、本公開買付価格を基準に算出

され、各株主の皆様の基準株式数に本公開買付価格と同額である 1,450 円を乗じた金額となる予

定です。そして、本公開買付価格については、①ＡＧＳコンサルティングによる算定結果のうち、

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。）に基づく算定結果

のレンジの範囲内であり、また、市場株価法及び類似会社比較法に基づく算定結果の上限を上回

るものであること、②本公開買付け実施についての公表日の前営業日である平成 27 年９月 10 日

のＪＡＳＤＡＱにおける当社普通株式の終値 1,044 円に対して 38.89％（小数点以下第三位を四

捨五入。以下、プレミアム率の計算において同じとします。）、同日までの過去１ヶ月間の終値の

単純平均値 1,046 円（小数点以下四捨五入。以下、単純平均値の計算において同じとします。）に

対して 38.62％、同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値 1,117 円に対して 29.81％、同日ま

での過去６ヶ月間の終値の単純平均値 1,107 円に対して 30.98％のプレミアムをそれぞれ加えた

価格であり、合理的範囲であると考えられること、③下記「(３）本取引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」に記載のとおり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、等を踏まえ、本公開買付けは、直近の一定期間の平均株価に対し

てプレミアムが付与された価格により当社の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供

するものであると、当社の取締役会は判断いたしました。 

また、当社は、本公開買付けに賛同し、株主の皆様に対して応募することを推奨する旨の意見

を表明した後、本臨時株主総会の招集を決議した平成 27 年 11 月 25 日付けの当社の取締役会の開

催時点に至るまでに、本公開買付価格に関する当社の判断の基礎となる諸条件に重大な変更が生

じていないことを確認しております。 

以上のことから、当社は、端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額について

は、相当と判断しております。 

 

③ 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象 

上記「１.株式併合を行う目的及び理由」に記載のとおり、ＮＣＳＣホールディングスは、平成

27 年９月 14 日から平成 27 年 10 月 29 日までの 30 営業日を公開買付期間とする本公開買付けを

実施しました。本公開買付けの結果、平成 27 年 11 月６日（本公開買付けの決済の開始日）をも

って、ＮＣＳＣホールディングスは当社普通株式 6,011,446 株（所有割合 72.12%）を保有するに

至っております。 
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（２）上場廃止となる見込み 

① 上場廃止 

上記「１．株式併合を行う目的及び理由」に記載のとおり、本臨時株主総会において株主の皆

様からのご承認をいただくことを条件として、本株式併合を実施し、当社の株主はＮＣＳＣホー

ルディングス及びセールス・プロモーション・センターのみとなる予定です。その結果、当社普

通株式はＪＡＳＤＡＱにおける上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。

日程といたしましては、平成28年１月14日から平成28年２月１日まで整理銘柄に指定された後、

平成 28 年２月２日をもって上場廃止となる見込みです。上場廃止後は、当社普通株式をＪＡＳＤ

ＡＱにおいて取引することはできません。 

 

② 上場廃止を目的とする理由 

上記「１．株式併合を行う目的及び理由」に記載のとおり、三好一郎氏は、当社において急激

に変化する事業環境を乗り切り、激化する競争に勝ち抜くための一貫した経営ビジョンに基づく

断固とした経営改革を実行するためには、株主、経営陣及び従業員が一丸となって当社の経営改

革に注力するだけにとどまらず、経営者自身にリスクを集中して、その自己責任において迅速か

つ果敢に意思決定できる経営体制を構築することこそが、中長期的観点から当社の企業価値の最

大化のために取り組むべき施策であると考え、平成 27 年７月上旬から本取引についての具体的な

検討を開始したとのことです。その結果、当社の中長期的な戦略の実行に伴い不可避的に発生す

るリスクを当社の株主の皆様に負って頂くことを回避するため、柔軟かつ迅速な経営戦略の実行

が可能となるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法による当社普通株式の非公開化を行う

ことが、株主の皆様にとって最善であり、また、当社の企業価値の更なる向上に資すると判断す

るに至ったとのことです。 

また、当社といたしましても、上記「１．株式併合を行う目的及び理由」に記載のとおり、一

般株主の皆様を当社における抜本的な事業改革に伴い発生するリスクから遮断した上で、経営改

革を推進し、当社の今後の成長と企業価値の更なる向上を目指すためには、マネジメント・バイ

アウト（ＭＢＯ）の手法による当社普通株式の非公開化を行い、株主と経営者の一体化を図るこ

とにより、三好一郎氏のリーダーシップのもとスピード感を持って経営を行うことが最善の選択

肢であると判断いたしました。当社の取締役会は、本取引のメリットと共に、株式の非公開化に

伴うデメリットについても慎重に評価・検討いたしました。確かに、株式の非公開化によって、

株式市場からの資金調達を行うことができなくなり、また上場会社として当社が享受してきた知

名度や信用力に影響を及ぼす可能性は否定できません。しかしながら、現在の当社の財務状況に

おいては、株式市場からの大規模な資金調達の必要性は低く、そのような大規模な資金調達を行

わなくとも抜本的なビジネスモデルの転換が可能であると考えており、また、当社の約 50 年に亘

る事業活動の中で、既に数多くのお取引先様からの信用も十分に頂戴していると考えられること

から、株式の非公開化によって当社の知名度及び信用力が大幅に下落することは考えにくいため、

当社の取締役会は、株式の非公開化のデメリットよりも、メリットの方が勝ると判断いたしまし

た。 

 

③ 少数株主への影響及びそれに対する考え方 

下記「（３）本取引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」「③ 当

社における第三者委員会の設置」に記載のとおり、当社は、本取引が当社の少数株主にとって不

利益なものでないかについて第三者委員会に諮問し、同委員会より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の提出を受けております。 
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（３）本取引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 

ＮＣＳＣホールディングスは当社の親会社であることを踏まえ、本株式併合に係る当社の取締役

会の意思決定の過程において、当社の取締役のうち、ＮＣＳＣホールディングスの完全親会社であ

るスリーライクの発行済株式の全てを所有し、かつＮＣＳＣホールディングスの代表取締役である

三好一郎氏は、利益相反の疑いを回避する観点から、当該取締役会における審議及び決議には一切

参加しておらず、また、当社の立場においてＮＣＳＣホールディングスとの協議及び交渉にも一切

参加しておりません。なお、当該取締役会においては、決議に参加した取締役（当社の代表取締役

社長である三好一郎氏を除く出席取締役８名）の全員一致により、本株式併合に係る議題を本臨時

株主総会に付議する旨を決議しております。当該取締役会には、当社の全ての監査役が審議に参加

し、その全ての監査役が、本株式併合に係る議題を本臨時株主総会に付議することに異議がない旨

の意見を述べております。 

また、ＮＣＳＣホールディングス及び当社は、本公開買付けを含む本取引がマネジメント・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、本公開買付価格及び本新株予約権１個当たりの買付け等の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いたしました。な

お、本「（３）本取引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」に記載し

た事項のうち、ＮＣＳＣホールディングスに関する記載については、ＮＣＳＣホールディングスか

ら受けた説明に基づいております。 

 

① ＮＣＳＣホールディングス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 

ＮＣＳＣホールディングスは、本公開買付価格を決定するに際して、本公開買付価格の公正性

を担保するため、ＮＣＳＣホールディングス及び当社から独立した第三者算定機関としてファイ

ナンシャル・アドバイザーであるＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「ＳＭＢＣ日興証券」といい

ます。）に当社普通株式の株式価値の算定を依頼しました。なお、ＳＭＢＣ日興証券は、三好一郎

氏、スリーライク、ＮＣＳＣホールディングス及び当社の関連当事者には該当せず、本公開買付

けを含む本取引に関して、重要な利害関係を有しておりません。 

ＳＭＢＣ日興証券は、複数の株式価値算定手法の中から当社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、当社が継続企業であるとの前提の下、市場株価法、類似上場会

社比較法及びＤＣＦ法を用いて当社普通株式の株式価値の算定を行い、ＮＣＳＣホールディング

スはＳＭＢＣ日興証券から平成 27 年９月 10 日付で当社普通株式の株式価値の算定結果に関する

株式価値算定書を取得しました。なお、ＮＣＳＣホールディングスは、ＳＭＢＣ日興証券から本

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）を取得しておりません。 

上記各手法において算定された当社普通株式１株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のと

おりです。 

市場株価法：  1,046 円～1,117 円 

類似上場会社比較法： 1,110 円～1,783 円 

ＤＣＦ法：  1,102 円～1,599 円 

市場株価法では、最近における当社普通株式の市場取引の状況等を勘案の上、平成 27 年９月

10 日を基準日として、ＪＡＳＤＡＱにおける当社普通株式の直近１ヶ月間の終値の単純平均値

1,046 円、直近３ヶ月間の終値の単純平均値 1,117 円及び直近６ヶ月間の終値の単純平均値 1,107

円を基に、当社普通株式１株当たりの株式価値の範囲を 1,046 円から 1,117 円までと分析してお

ります。 

類似上場会社比較法では、上場会社の中から当社と事業内容等が類似する企業を複数選定し、

市場株価や収益性を示す財務指標との比較を通じて当社の株式価値を分析し、当社普通株式１株

当たりの株式価値の範囲を 1,110 円から 1,783 円までと分析しております。 
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ＤＣＦ法では、当社が作成した当社に係る平成 28 年３月期から平成 30 年３月期までの３期の

事業計画を検討の上、当社へのマネジメント・インタビュー、直近までの業績の動向、一般に公

開化された情報等の諸要素を考慮した当社の将来の収益予想に基づき、当社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企業価値や株式価

値を分析し、当社普通株式１株当たりの株式価値の範囲を 1,102 円から 1,599 円までと分析して

おります。 

ＮＣＳＣホールディングスは、ＳＭＢＣ日興証券から取得した株式価値算定書記載の各手法の

算定結果を参考にしつつ、ＮＣＳＣホールディングスにおいて実施した当社に対するデュー・デ

リジェンスの結果、過去の本公開買付けと同種の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事

例において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの実例、当社の取締役会による本公

開買付けへの賛同の可否、当社普通株式の６ヶ月間の市場株価の動向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、当社との複数回に亘る協議・交渉の結果等を踏まえ、最終的

に平成 27 年９月 11 日に、本公開買付価格を 1,450 円とすることを決定いたしました。 

なお、本公開買付価格 1,450 円は、本公開買付けの公表日の前営業日である平成 27 年９月 10

日のＪＡＳＤＡＱにおける当社普通株式の終値 1,044 円に対して 38.89％、同日までの過去 1 ヶ

月間の終値の単純平均値 1,046 円に対して 38.62％、同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均

値 1,117 円に対して 29.81％、同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値 1,107 円に対して

30.98％のプレミアムをそれぞれ加えた価格となります。 

なお、ＮＣＳＣホールディングスは、平成 27 年９月２日付の三好一郎氏との間の株式譲渡契約

に基づき、平成 27 年９月２日に、三好一郎氏から当社普通株式 100 株を、平成 27 年９月１日の

ＪＡＳＤＡＱにおける当社普通株式の終値である１株当たり 1,033 円で市場外で取得していると

のことです。本公開買付価格（１株当たり 1,450 円）と当該取得の価格（１株当たり 1,033 円）

との間には、417 円の差異が生じているとのことです。これは、当該株式取得の時点以降の当社

普通株式の株価の動向に加え、本公開買付価格には上記のとおりプレミアムが付されているため

です。 

 

本新株予約権については、取締役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、

権利行使に係る条件として、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降に本新

株予約権を行使することができる等の行使条件が付され、譲渡による新株予約権の取得について

は、当社の取締役会の決議による承認を要するものとされていることに照らすと、ＮＣＳＣホー

ルディングスは、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と

解されることから、本新株予約権の買付け等の価格を１個当たり１円と決定いたしました。なお、

ＮＣＳＣホールディングスは、本新株予約権の買付け等の価格を決定するに当たり、第三者算定

機関の算定書は取得しておりません。 

 

② 当社における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 

当社は、ＮＣＳＣホールディングスから提示された本公開買付価格の適正性を判断するにあた

り、ＮＣＳＣホールディングス及び当社から独立した第三者算定機関であるＡＧＳコンサルティ

ングに対して、当社普通株式の株式価値の算定を依頼いたしました。なお、ＡＧＳコンサルティ

ングは三好一郎氏、スリーライク、ＮＣＳＣホールディングス及び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ておりません。 

ＡＧＳコンサルティングは、複数の株式価値算定手法の中から当社普通株式の株式価値の算定

にあたり採用すべき算定手法を検討の上、当社が継続企業であるとの前提の上、当社普通株式の

価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、市場株価法、類似会社比較

法及びＤＣＦ法の各手法を用いて当社の株式価値の算定を行い、当社はＡＧＳコンサルティング

から平成 27 年９月 10 日に当社株式価値算定書を取得いたしました。なお、当社は、ＡＧＳコン
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サルティングから、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

しておりません。 

当社株式価値算定書によると、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された当社普通株式

１株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりです。 

市場株価法： 1,046 円～1,117 円 

類似会社比較法： 1,220 円～1,374 円 

ＤＣＦ法： 1,392 円～1,610 円 

市場株価法では、平成 27 年９月 10 日を算定基準日として、当社普通株式のＪＡＳＤＡＱにお

ける直近１ヶ月間の終値の単純平均値 1,046 円、直近３ヶ月間の終値の単純平均値 1,117 円及び

直近６ヶ月間の終値の単純平均値 1,107 円を基に、当社普通株式の１株当たりの価値の範囲は、

1,046 円から 1,117 円までと分析しております。 

次に、類似会社比較法では、国内にて上場している情報サービス事業会社のうち、日本システ

ムウエア株式会社、株式会社クレスコ、株式会社ＣＩＪ、株式会社 Minori ソリューションズ、株

式会社ＫＳＫ、株式会社アイティフォー、株式会社シーイーシー、さくらインターネット株式会

社、ＧＭＯクラウド株式会社を当社と事業内容が類似する上場会社として選定し、ＥＢＩＴＤＡ

マルチプルを用いて、当社普通株式の１株当たりの価値の範囲は、1,220 円から 1,374 円までと

分析しております。 

ＤＣＦ法では、当社が作成した平成 28 年３月期から平成 30 年３月期までの３期の事業計画、

当社へのマネジメント・インタビュー、直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸要

素を考慮した当社の将来の収益予想に基づき、当社が平成 28 年３月期以降、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当社の企業価値や

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の範囲は、1,392 円から 1,610 円まで

と分析しております。割引率は、6.56％から 7.56％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％として算定しております。 

ＡＧＳコンサルティングがＤＣＦ法の前提とした当社の事業計画に基づく財務予測は以下のと

おりです。以下の財務予測においては大幅な増減益を見込んでいる事業年度はありません。また、

本取引の実行により実現することが期待されるシナジー効果は、現時点において具体的に見積も

ることが困難であったため、株式価値の算定の基礎とされた財務予測には加味しておりません。 

 

（単位：百万円） 

 平成 28 年３月期 平成 29 年３月期 平成 30 年３月期 

売上高 23,000 24,000 26,000 

営業利益 1,350 1,330 1,370 

ＥＢＩＴＤＡ 2,032 2,012 2,052 

フリー・キャッシュ・フロー 1,217 1,058 1,056 

 

なお、本新株予約権１個当たりの買付け等の価格に関しては、当社はＡＧＳコンサルティング

より算定書も公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）も取得しておりません。 

 

③ 当社における第三者委員会の設置 

当社は、平成 27 年８月４日、本公開買付けを含む本取引に係る当社の意思決定の恣意性を排除

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ために、ＮＣＳＣホールディング

ス及び当社から独立した、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、ＮＣＳＣホールディングス及び当社から独立性を有する宮内裕通氏（当社
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社外監査役）、高橋明人氏（弁護士、高橋・片山法律事務所所属）及び長谷川臣介氏（公認会計士、

長谷川公認会計士事務所所属）の３氏を選定しております。）を設置しております。そして、当社

は、平成 27 年８月７日に、当該第三者委員会に対して、（ⅰ）本件公開買付けを含む本取引の目

的は合理的か（当社の企業価値向上に資するかを含む。）、（ⅱ）本件公開買付けにおける買付条件

（本公開買付価格を含む。）の公正性・妥当性が確保されているか、（ⅲ）本取引において公正な

手続を通じた株主及び新株予約権者の利益への十分な配慮がなされているか、（ⅳ）本取引が少数

株主にとって不利益なものでないか、（ⅴ）本件公開買付けに対して、当社の取締役会が行うべき

意見表明の内容（本件公開買付けに賛同すべきか否か、株主及び新株予約権者に対し本件公開買

付けへの応募を推奨するか否かを含む。）について諮問し（以下、総称して「本諮問事項」といい

ます。）、これらの点についての答申を当社の取締役会に提出することを委嘱しております。第三

者委員会は、平成 27 年８月７日より平成 27 年９月９日まで合計６回開催され、本諮問事項につ

いて、慎重に検討及び協議を行っております。具体的には（ⅰ）ＮＣＳＣホールディングス及び

当社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）ＮＣＳＣホール

ディングスとの面談によるインタビュー調査、（ⅲ）当社取締役及び本取引を担当する当社の従業

員、ＡＧＳコンサルティング並びにアンダーソン・毛利・友常法律事務所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内容、本取引の背景、本取引の意義・目的、当

社の企業価値に与える影響、第三者算定機関の独立性、公開買付価格算定手法の合理性、分析の

前提事実の適正性、利害関係者からの不当な干渉の有無、ＮＣＳＣホールディングス及び当社の

状況、ＮＣＳＣホールディングス及び当社が意思決定をするに至る経緯・検討経緯の妥当性、開

示の適正性その他本取引に関連する事項について、説明を受けるとともに質疑応答を行った上で

必要な情報・資料等の収集及び検討を行いました。 

また、第三者委員会は、当社の取締役から、当社の事業計画について説明を受け、質疑応答を

行った上で、当社の第三者算定機関であるＡＧＳコンサルティングから、当社株式価値算定書に

ついて説明を受け、当該価値算定の前提等に関するヒアリング調査をしました。 

なお、第三者委員会は、当社の取締役から、当社のリーガル・アドバイザーであるアンダーソ

ン・毛利・友常法律事務所から当社が得た、当社における、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の内容についても説明を受け、検討をしました。  

第三者委員会は、このような経緯の下で、本諮問事項について慎重に協議及び検討した結果、

平成 27 年９月 10 日に、当社の取締役会に対し、第三者委員会において説明がなされた事実関係

及び第三者委員会に提出された資料の記載事項が全て真実であること等の一定の前提の下、委員

全員の一致で決議の上、大要以下の内容の答申書を提出いたしました。 

①（ⅰ）(1)当社主力事業である情報システム受託開発事業について、将来的に国内市場の拡大

が見込める状況になく、かつ海外及び国内同業他社との競争が一層激しくなることが予想される

中で、新たな事業展開が必要と考えられること、(2)当社のお客様のグローバル化に対応すべく、

海外における情報システム運用支援事業を展開する必要があると考えられること、(3)これらの状

況を踏まえ、当社においては従来型の情報システム受託開発事業に加えて、お客様への積極的な

提案を行うソリューションサービス、また将来の普及を見据えた先端技術強化が必要と考えられ

ること、(4)これらを実践すべく、当社においては、抜本的な事業及び経営の改革に向けた体制の

整備、また多様な事業環境の変化に迅速かつ柔軟に適応対応可能な体制を構築する必要があると

考えられる一方で、（ⅱ）本公開買付けを含む本取引を実施することによって(1)既存ビジネスモ

デルの強化に加えて、新たなビジネスモデルを確立するなど、抜本的な事業転換、さらにはビジ

ネスモデルの転換を、強力なリーダーシップ及び迅速な意思決定のもとに実施することが可能と

考えられること、(2)人的リソースの大幅な再構築、教育・研究費等の投資、積極的な設備投資及

び戦略的な M&A の機動的な実施が可能となると考えられること、(3)他方、これらの施策の実施に

あたっては、当初の計画通りに収益に寄与するか不確実な面もあり、短期的な業績悪化、中長期

的な利益変動等のリスクがあり得るところ、本取引により目先の株価や一般株主の期待等をひと
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まず考慮せずに、必要な施策を選択しうると考えられること、(4)上場維持に必要となるコストを

削減できると考えられること等を踏まえると、本公開買付けを含む本取引の実施は、当社の企業

価値向上に資するものと考えられ、その目的は合理的であると考えられる。 

②（ⅰ）当社は、本公開買付けを含む本取引の取引条件、とりわけ本公開買付価格の公正性を

確保すべく、その検討・判断を行うに当たり、当社株式価値算定のための独立の第三者算定機関

であるＡＧＳコンサルティングを起用・選任し、当該第三者算定機関から株式価値算定書を取得

した上で、当該株式価値算定書を参考としており、かつ(1)第三者算定機関作成の株式価値算定書

の結論に至る計算過程について、特段不合理な点あるいは著しい問題などは認められないと考え

られること、(2)また当該株式価値算定書を基礎として当社においても本取引の必要性及びメリッ

ト等を考慮した上で本公開買付価格の検討を行ってきたこと、(3)当社の取締役会において最終的

に決議を予定している本公開買付価格についても、相応のプレミアムが付された価格と言えるほ

か、特段不合理な点あるいは著しい問題などは認められないと考えられることから、これら当社

における対応は、本公開買付けの取引条件とりわけ本公開買付価格の公正性を確保し、またこれ

らに関する当社の判断・意思決定について、その過程から恣意性を排除するための方法として合

理性・相当性があると認められ、また、（ⅱ）当社においては本新株予約権の買付け等の価格の妥

当性を特段検討することはせず、また対象となる新株予約権者がこれに応募するか否かについて、

当該新株予約権者の判断に委ねるとすることについては、当該新株予約権の行使条件が限定的で

あること、また当該新株予約権に係る新株予約権者の属性等の諸事情を踏まえると、かかる当社

の対応は当社の株主及び新株予約権者に特段の不利益を生じさせるものでは無いと考えられる。 

③（ⅰ）当社は、本公開買付け及び本取引の取引条件、とりわけ本公開買付価格の公正性を確

保すべく、その検討・判断を行うに当たり、当社株式価値算定のための独立の第三者算定機関で

あるＡＧＳコンサルティングへ依頼した上で、所定の株式価値算定書を取得していること、本公

開買付けを含む本取引に関する法的助言を得るべく、当社及びＮＣＳＣホールディングスのいず

れからも独立したリーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任し

ていること、（ⅱ）当社において本公開買付けを含む本取引を検討するに際しては、当社取締役及

び監査役のうち当社との利益相反の可能性のあり得る者（具体的には当社代表取締役三好一郎氏）

を、本公開買付けを含む本取引に関する決定を行う当社取締役会の審議及び決議には参加させず、

またこれらの者が意見することも差し控えさせており、三好一郎氏は当社の立場において、ＮＣ

ＳＣホールディングスとの間で本取引に係る協議・交渉に参加したこともないことから、本公開

買付けを含む本取引においては公正な手続を通じた当社の株主の利益への十分な配慮がなされて

いると考えられる。 

④上記①乃至③までにおいて検討した諸事項以外の点に関して、第三者委員会において、本取

引が当社の少数株主にとって不利益なものであると考える事情は平成 27 年９月 10 日時点におい

て特段見あたらない。 

以上の検討を踏まえて、(a）当社の取締役会が本公開買付けに対し賛同意見を表明すること及

び当社の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨すること（他方、本公開買付けのうち本新株

予約権に係るものに関して、対象となる新株予約権者がこれに応募するか否かについては、当該

新株予約権者の判断に委ねるとすること）はいずれも相当と考えられ、(b）本取引は、当社の少

数株主にとって不利益でないと認められる。 

 

④ 当社における独立した法律事務所からの助言 

当社は、本公開買付けに関する当社の取締役会の意思決定の過程等における透明性及び合理性

を確保するため、ＮＣＳＣホールディングス及び当社から独立したリーガル・アドバイザーであ

るアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任し、同法律事務所から、本公開買付けに関する当

社の取締役会の意思決定の方法、過程その他の留意点について、必要な法的助言を受けておりま

す。 
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⑤ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議

がない旨の意見 

当社の取締役会は、ＡＧＳコンサルティングが作成した平成 27 年９月 10 日付け当社株式価値

算定書、リーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から得られた本公

開買付けを含む本取引に係る意思決定過程等に関する法的助言、第三者委員会から提出された答

申書その他の関連資料を踏まえ、平成 27 年９月 11 日に取締役会を開催し、本取引により当社の

中長期的な成長及び持続的な企業価値の向上の実現を図ることができるか、本公開買付けにおけ

る当社普通株式の買付価格並びに本公開買付けにおけるその他の条件は妥当なものか等の観点か

ら慎重に協議及び検討いたしました。 

 

当社の取締役会は、当社が直面する経営課題や当社を取り巻く情報サービス業界の変革を踏ま

えると、当社がお客様に価値あるサービスを提供し、中長期的な成長を継続するためには、情報

システムの受託開発・保守・運用をはじめとする既存ビジネスの競争力の更なる強化を図るとと

もに、ＩＴ活用の急速な変革に対応するための、新たなビジネスモデルを確立することが、当社

における喫緊の経営課題であると考えております。 

本公開買付けの提案の中で、ＮＣＳＣホールディングスの代表取締役であり、当社の代表取締

役社長である三好一郎氏は、当社が今後さらなる成長を目指すためには、従来型ビジネスの抜本

的な事業転換を図っていくことが必要不可欠であると述べております。これは、当社がＩＴ活用

の急速な変革に対応するために、新たなビジネスモデルの確立を目指していく、という当社の方

向性とまさしく合致する考えであり、事実認識を共有できるものであります。 

しかしながら、こういったビジネスモデルの転換を実現するためには、当社の様々な経営資源

について、大規模な構造改革を断行することが不可欠であり、また相応の戦略的な先行投資も伴

うものであることも事実であると考えております。また、新規ビジネスへのチャレンジは成功を

保証されたものではなく、利益水準の低下やキャッシュ・フローの悪化を招くリスクがあること

から、短期的には必ずしも資本市場から十分な評価を受けられるとは限らず、当社普通株式の株

価に悪影響を及ぼす可能性が否定できないため、当社の株主の皆様のご期待に添えない可能性が

あるものと認識しております。当社は、上場会社として、短期的に当社普通株式を保有される株

主の皆様も含めた株主の皆様の利益を第一に考慮する必要があるため、このような短期的な利益

水準の低下及びそれに伴う当社普通株式の株価に対する悪影響のリスクを配慮した結果、従来型

ビジネスの改善には努めてまいりましたが、抜本的なビジネスモデルの転換を十分に行うことま

では困難な状況にありました。さらに、このような短期的には利益水準の低下を招くリスクがあ

り、かつ不確実性を伴う構造改革を断行し、成功を収めるためには、強いリーダーシップのもと、

当社役職員が一丸となって改革を推し進める必要があると考えております。 

以上の点から、当社の取締役会は、一般株主の皆様をこのようなリスクから遮断した上で、上

記のような施策を推進し、当社の今後の成長と企業価値の更なる向上を目指すためには、マネジ

メント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法による当社普通株式の非公開化を行い、株主と経営者の一

体化を図ることにより、三好一郎氏のリーダーシップのもとスピード感を持って経営を行うこと

が最善の選択肢であると判断いたしました。当社の取締役会は、本取引のメリットと共に、株式

の非公開化に伴うデメリットについても慎重に評価・検討いたしました。確かに、株式の非公開

化によって、株式市場からの資金調達を行うことができなくなり、また上場会社として当社が享

受してきた知名度や信用力に影響を及ぼす可能性は否定できません。しかしながら、現在の当社

の財務状況においては、株式市場からの大規模な資金調達の必要性は低く、そのような大規模な

資金調達を行わなくとも抜本的なビジネスモデルの転換が可能であると考えており、また、当社

の約 50 年に亘る事業活動の中で、既に数多くのお取引先様からの信用も十分に頂戴していると考

えられることから、株式の非公開化によって当社の知名度及び信用力が大幅に下落することは考
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えにくいため、当社の取締役会は、株式の非公開化のデメリットよりも、メリットの方が勝ると

判断いたしました。 

また、本公開買付価格に関しては、①ＡＧＳコンサルティングによる算定結果のうち、ＤＣＦ

法に基づく算定結果のレンジの範囲内であり、また、市場株価法及び類似会社比較法に基づく算

定結果の上限を上回るものであること、②本公開買付け実施についての公表日の前営業日である

平成 27 年９月 10 日のＪＡＳＤＡＱにおける当社普通株式の終値 1,044 円に対して 38.89％、同

日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値 1,046 円に対して 38.62％、同日までの過去３ヶ月間

の終値の単純平均値 1,117 円に対して 29.81％、同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値

1,107 円に対して 30.98％のプレミアムをそれぞれ加えた価格であり、合理的範囲であると考えら

れること、③本「(３）本取引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」

に記載のとおり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、等を踏まえ、

本公開買付けは、直近の一定期間の平均株価に対してプレミアムが付与された価格により当社の

株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると、当社の取締役会は判断い

たしました。 

 

以上より、当社は、平成 27 年９月 11 日開催の当社の取締役会において、審議及び決議に参加

した取締役（当社の代表取締役社長である三好一郎氏を除く出席取締役８名）の全員一致により、

本公開買付けへの賛同の意見を表明し、かつ、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募

を推奨することを決議いたしました。また、当該取締役会において、同じく当社の代表取締役社

長である三好一郎氏を除く、審議及び決議に参加した取締役の全員一致により、本新株予約権に

ついては、当社は本新株予約権に係る買付け等の価格の妥当性について検討を行っておらず、ま

た本新株予約権は当社の取締役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

株予約権の買付け等の価格は１個当たり１円とされていることから、本公開買付けに応募するか

否かについて、本新株予約権に係る新株予約権者の皆様の判断に委ねることを併せて決議いたし

ました。 

また、当該取締役会には、当社の全ての監査役が審議に参加し、その全ての監査役が、当社の

取締役会が本公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、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、本新株予約権については、本公開買付けに応募するか否かについて、

本新株予約権に係る新株予約権者の皆様の判断に委ねることに異議がない旨の意見を述べており

ます。 

なお、当社の代表取締役社長である三好一郎氏は、本取引に関して当社と構造的な利益相反状

態にあるため、特別利害関係人として、当該取締役会における審議及び決議には一切参加してお

らず、また、当社の立場においてＮＣＳＣホールディングスとの協議及び交渉にも一切参加して

おりません。 

 

⑥ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置 

ＮＣＳＣホールディングスは、公開買付期間として法令に定められた最短期間が 20 営業日であ

るところ、本公開買付けの公開買付期間を 30 営業日としております。 

このように公開買付期間を比較的長期間に設定することにより、当社の株主に対して本公開買

付けに対する応募につき適正な判断機会を確保しつつ、ＮＣＳＣホールディングス以外にも対抗

的な買付け等をする機会を確保し、これをもって本公開買付けの公正性を担保しているとのこと

です。 

また、ＮＣＳＣホールディングスと当社は、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止す

るような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が当社との間で接触等を行うことを

制限するような内容の合意は一切行っておらず、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買
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付け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。 

 

４.今後の見通し 

ＮＣＳＣホールディングスの代表取締役を兼務し当社の代表取締役社長である三好一郎氏は、当

社が非上場化した後も引き続き当社の経営にあたる予定とのことです。また、ＮＣＳＣホールディ

ングスは、本公開買付け及び本取引の終了後に当社の経営体制を変更することは予定しておりませ

んが、その詳細については、本公開買付け成立後、当社と協議しながら決定していく予定とのこと

です。 

 

５.支配株主との取引等に関する事項 

本日現在、ＮＣＳＣホールディングスは、当社の親会社に該当するため、本株式併合に係る取引

は、支配株主との取引等に該当いたします。 

（１）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との適合状況 

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等の助言を得るなど、その取引内容及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、取締役会において慎重に審議の上決定することとし、少数株主の利益を

害することの無いように適切な対応を行うことを方針としております。 

本株式併合を行うに際しても、上記「３．株式併合に係る端数処理により株主に交付することが

見込まれる金銭の額の根拠等」「（３）本取引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」に記載のとおり、当社の取締役会は、ＡＧＳコンサルティングが作成した平成 27 年

９月 10 日付け当社株式価値算定書、リーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律

事務所から得られた本公開買付けを含む本取引に係る意思決定過程等に関する法的助言、第三者委

員会から提出された答申書その他の関連資料を踏まえ、慎重に協議及び検討しており、当社として

は、少数株主の利益を害することの無いように適切な対応を行っており、上記方針に適合している

ものと判断しております。 

（２）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に関する事項 

上記「３．株式併合に係る端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等」

「（３）本取引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」をご参照くださ

い。 

（３）本取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者

から入手した意見の概要 

当社は、平成 27 年９月 10 日付けで、第三者委員会より、本取引が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の提出を受けております。詳細は、上記「３．株式併合

に係る端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等」「（３）本取引の公正性

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」「③ 当社における第三者委員会の設

置」をご参照ください。 
 
Ⅱ．単元株式数の定めの廃止について 

１．廃止の理由 

本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は 33 株となり、単元株式数を定め

る必要性がなくなることによるものです。 
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２．廃止予定日 

平成 28 年２月５日 

 
３．廃止の条件 

本臨時株主総会において、本株式併合に関する議案及び単元株式数の定めの廃止に係る定款の一

部変更に関する議案（下記Ⅲをご参照ください。）が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が

発生することを条件といたします。 

 

Ⅲ．定款の一部変更について 

１．定款変更の目的 

上記「Ⅱ．単元株式数の定めの廃止について」「１．廃止の理由」に記載のとおり、本株式併合の

効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は 33 株となり、単元株式数を定める必要性がなく

なります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元 100 株となってい

る当社普通株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第７条（単元株式数）を削除し、その他

単元未満株式に関する規定を変更すると共に、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものでありま

す。 

 

２．定款変更の内容（下線部分は変更部分を示しております。） 

変更の内容は以下のとおりです。なお、本議案にかかる定款変更は、本臨時株主総会において第

１号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の

効力発生日である平成 28 年２月５日に効力が発生するものとします。 

現行定款 変更案 

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、100 株とする。

 

（株式取扱規程） 

第８条 当会社の株主の氏名等株主名簿の記載事

項の変更、単元未満株式の買取請求の取扱い、そ

の他株式に関する手続および手数料は、取締役会

の定める株式取扱規程による。 

 

 

第９条～第 37 条（条文省略） 

（削除） 

 

 

（株式取扱規程） 

第７条 当会社の株主の氏名等株主名簿の記載事

項の変更、その他株式に関する手続および手数料

は、取締役会の定める株式取扱規程による。 

 

 

 

第８条～第 36 条（現行どおり） 

 
３．変更の日程 

平成 28 年２月５日（予定） 

 
以 上 


