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ビズネット株式会社株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 
 

プラス株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 24 年 4 月 27 日開催の取締役

会において、下記のとおりビズネット株式会社（コード番号：3381 株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ

スタンダード市場（以下「ＪＡＳＤＡＱ」といいます。）、以下「対象者」といいます。）の普通株式及び新

株予約権（平成15年8月6日開催の対象者第31回定時株主総会及び平成15年12月9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「本新株予約権」といいます。））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議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１. 買付け等の目的等 

(1) 本公開買付けの概要 

 当社は、本日現在、対象者の普通株式9,812,000株（対象者が平成24年4月4日に提出した第40期第3

四半期報告書に記載された平成24年2月20日現在の発行済株式総数（22,318,000株）に対する保有株

式数の割合（以下「保有割合」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。）：43.96％）を保有するとともに、当社の完全子会社であるプラスロジスティクス株式会社

（以下「プラスロジスティクス」といいます。）（保有株式数1,000,000株、保有割合：4.48％）及

びプラス技研株式会社（以下「プラス技研」といい、プラスロジスティクス及びプラス技研を総称し

て、以下「当社完全子会社ら」といいます。）（保有株式数300,000株、保有割合：1.34％）を通じ

た間接保有分と合わせて対象者の普通株式11,112,000株（保有割合：49.79％）を保有し、対象者を

連結子会社としておりますが、この度、平成24年4月27日開催の当社取締役会において、ＪＡＳＤＡ

Ｑにその株式を上場している対象者を当社の完全子会社とすることを目的として、対象者の発行済株

式（本新株予約権の行使により交付される対象者の普通株式を含みます。）及び本新株予約権の全て

（ただし、当社が保有する対象者の普通株式及び対象者が保有する自己株式を除きます。）を対象と

する本公開買付けを実施することを決議いたしました。 

本公開買付けに際して、当社は、当社完全子会社ら、当社の代表取締役会長である今泉嘉久氏（保

有株式数1,275,000株、保有割合：5.71％）、当社の代表取締役社長である今泉公二氏（保有株式数

322,750株、保有割合：1.45％）、当社の取締役である今泉三千夫氏（保有株式数200,000株、保有割

合：0.90％）、今泉公二氏の親族である今泉壮平氏（保有株式数600,000株、保有割合：2.69％）、

今泉嘉久氏の親族である今泉英久氏（保有株式数200,000株、保有割合：0.90％）及び今泉公二氏が

代表取締役を務める有限会社ソマック（保有株式数430,000株、保有割合：1.93％）との間で、平成

24年4月26日付で応募契約（以下「本応募契約」といいます。）を締結し、当社完全子会社らより、

それぞれが保有する対象者の普通株式の全て（合計1,300,000株、保有割合：5.82％）について、並

びに今泉嘉久氏、今泉公二氏、今泉三千夫氏、今泉壮平氏、今泉英久氏及び有限会社ソマック（以下、

今泉嘉久氏、今泉公二氏、今泉三千夫氏、今泉壮平氏、今泉英久氏及び有限会社ソマックを総称して

「対象者大株主ら」といいます。）より、それぞれが保有する対象者の普通株式の全て（合計

3,027,750株、保有割合：13.57％）について、それぞれ本公開買付けに応募する旨の同意を得ており

ます。 

本公開買付けにおいては、買付予定数の上限は設定しておりませんが、応募株券等の合計が

8,542,704株（保有割合：38.28％）に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨

の買付予定数の下限を設定しております。これは、(a)(i)対象者が平成24年4月4日に提出した第40期

第3四半期報告書に記載された平成24年2月20日現在の発行済株式総数（22,318,000株）から、(ｱ)同
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四半期報告書に記載された平成24年2月20日現在の対象者が保有する自己株式数（58,344株）、並び

に(ｲ)本日現在における当社（間接保有分を含みます。）が保有する対象者の普通株式数

（11,112,000株）及び対象者大株主らが保有する対象者の普通株式数（3,027,750株）を控除した株

式数（8,119,906株）に、(ii)(ｱ)対象者が平成23年8月8日に提出した第39期有価証券報告書に記載さ

れた平成23年5月20日現在の本新株予約権の数（3,130個）に、平成23年5月20日から平成24年2月20日

までの変更（対象者によれば、平成23年5月20日から平成24年2月20日までに、本新株予約権は30個消

滅しているとのことです。）を反映した本新株予約権の数（3,100個）の目的となる対象者の普通株

式の数の最大数（310,000株）を加えた株式数（8,429,906株）の過半数に相当する株式数

（4,214,954株。これは、当社（間接保有分を含みます。）及び対象者大株主ら以外の者が保有する

対象者の普通株式数（本新株予約権に係る潜在的普通株式数を含みます。）の過半数、すなわち、い

わゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ（majority of minority）」に相当する対象者の普通株

式数にあたります。）に、(b)当社完全子会社ら及び対象者大株主らが保有する対象者の普通株式数

（4,327,750株）を加えた株式数となります。従って、応募株券等の数の合計が当該下限に満たない

場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いません。 

また、本公開買付けにより、当社が対象者の発行済株式の全部（対象者が保有する自己株式は除き

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、当社は、対象者に対して後記

「（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

手続の実行を要請し、当社が、対象者が保有する自己株式以外の対象者の発行済株式の全部を取得す

ること（以下、本公開買付けとあわせて「本取引」といいます。）を予定しています。 

なお、対象者によれば、対象者は、同日開催の対象者取締役会において、本取引の一環として行わ

れる本公開買付けは対象者の企業価値向上の観点から有益であるとともに、本公開買付けの諸条件を

慎重に検討した結果、本公開買付けにおける普通株式に係る買付け等の価格（以下「本公開買付価

格」といいます。）及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主にとって妥当であり、本

公開買付けは対象者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し、

平成24年4月27日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとと

もに、対象者の株主の皆様に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことで

す。また、対象者は、同取締役会において、本新株予約権については、本新株予約権に係る買付価格

は、本公開買付価格から本新株予約権の行使価額を控除した価格に本新株予約権1個の目的となる普

通株式の数を乗じた価格とされていることから、本新株予約権の新株予約権者にとって妥当であると

判断し、当該新株予約権者に対して本公開買付けへ応募することを推奨する旨の決議をしたとのこと

です。 

対象者によれば、同取締役会には、対象者取締役6名（うち社外取締役2名）全員が出席し、出席し

た取締役全員の賛成により、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主の

皆様及び本新株予約権の新株予約権者の皆様に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議

をしたとのことです。また、同取締役会には、対象者監査役3名（うち社外監査役2名）全員が出席し、

いずれの監査役も、対象者取締役会が本公開買付けに対し賛同の意見を表明するとともに、対象者の

株主の皆様及び本新株予約権の新株予約権者の皆様に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨

の決議をすることに異議がない旨の意見を述べたとのことです。 

さらに、対象者によれば、対象者取締役会は、本新株予約権に係る新株予約権者が、その保有する

本新株予約権を本公開買付けに応募することにより当社に対して譲渡することについて包括的に承認

することを決議したとのことです。 

 

(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 

当社は、昭和23年に社名を千代田文具株式会社として設立し、昭和34年5月には「プラス株式会

社」に社名を変更し現在に至っております。 

「プラス」という社名は、2つの商店が一緒になった＝「＋」されたということに由来するととも

に、世の中にプラスになる会社にしていきたいという思いが込められており、現在では、当社グルー

プは、当社、連結子会社10社、非連結子会社3社、持分法適用関連会社8社及び持分法非適用関連会社

1社で構成され、オフィス家具、文具・事務用品、電子光学機器、教育機器等の製造販売を主な事業

としております。 

当社はこれまで、文具・事務用品卸→ブランド・メーカー→自社工場を持つ本格的メーカーへと

着実に転進し、その後はメーカーとして商品開発に意欲的に取組む一方、流通形態の刷新にも取組み、
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業界の商習慣や文具・オフィス家具といった取扱商品の範囲にこだわらない独自の流通サービスを発

明するなど、市場創造に鋭意取組んでまいりました。 

その流通形態刷新の一つとして、当社は、大手・中規模事業所向け文具・オフィス関連用品の調

達代行を目的とする新規流通事業部門を、平成9年9月に当社のQDS事業部として発足いたしました。

その後、当該部門はビズネット事業本部となり、平成12年5月21日にソリューション事業としての位

置付けを明確にするために、ビズネット株式会社として当社から分社いたしました。 

対象者グループは、対象者及び連結子会社1社により構成され、大手・中堅企業に対して、文具・

オフィス生活用品等間接材の調達システムと社内物流業務のプラットフォームを提供し、企業の間接

部門におけるビジネスプロセスの効率化をお手伝いする企業を目指しております。また、ＩＴとロジ

スティクスとの複合的サービスにより、環境対応に優れた効率性の高い流通ソリューションの提供に

努めております。 

この事業は対象者グループが運営するビズネットシステムを利用するディーラーが顧客開拓、導

入提案、稼動促進、請求回収、与信管理等の営業活動を行うことにより、対象者とディーラーそれぞ

れが最も力を発揮できる業務を分担し、流通の過程で重複する行為を排除する、社会最適な仕組みを

目指したものであります。 

 

しかしながら、わが国経済は、国内経済の成熟化や人口減少、欧州の財政問題等による世界経済

の減速懸念、円高進行、株価の長期低迷等のマクロ的要因を背景に低迷を続け、東日本大震災の復興

需要による一時的な景気持ち直しが期待されるものの、景気の先行きの不透明感をぬぐえない状況が

続いております。対象者を取り巻く事業環境につきましても、大手・中堅企業における購買抑制や価

格競争の激化は継続しており、間接材購買需要は依然として厳しい状況となっております。 

このような中、対象者グループは、ソリューションサービスの一環として行っているオフィス用

品等のディーラーに対する商品売上を主要な売上とする企業体質から、より安定的な収益構造の企業

体質に転換するために、サービス事業における経営の再構築の転換点と位置づけ、ソリューション活

動によって生み出される高品質・高付加価値なサービスをお客様へ提供するソリューション・ベン

ダーとして事業の育成強化を図っており、対象者グループの得意とする業界への特化型営業により業

務プロセスの改善ソリューション及び販売業務の効率化ソリューションの利用企業数の拡大を図って

まいりました。 

具体的には、外部カタログ連携機能による取扱品目の拡大に加え、物流と購買機能の複合的な組

合せによる３ＰＰＬ（注1）ソリューション・サービスを、大企業向けには各企業個別の要望に対応

して、より高品質な業務プロセスでの効率化・改善を実現する個別対応型、中堅企業向けには汎用性

の高いサービスを組み合わせ、安心・安全・安価な運用を提供するＳａａＳ（注2）での「共同利用

型システム」の構築による共同利用型のサービス提供として位置づけ、サービス開発を行うとともに、

企業における多様かつ高度な要望に対し的確に対応するための基盤整備に取り組むことにより、３Ｐ

ＰＬソリューション・サービスを拡充し、物販とサービスを両輪としたハイブリッド経営を目指し事

業の拡大を図ってまいりました。 

また、ソリューション活動拡大のため、営業における資格制度や教育体制を充実することにより、

一層高度なお客様のご要望に対する対応力強化を図るともに、官公庁や独立行政法人等に対する新た

なチャネル開発や企業における潜在ニーズの掘り起こしのため、定期的なソリューションセミナーの

開催やロジスティクス・ソリューション・フェアへ出展するなど継続的なマーケティング活動を強化

してまいりました。 

もっとも、商品売上については競合企業との価格競争の激化や大手顧客の購買抑制が続いており、

なお予断を許さない状況であるうえ、３ＰＰＬ事業によるサービス売上については、大企業向けサー

ビス事業としての性格上、営業力強化の成果が出るまでのリードタイムが長く、かつ、平成24年5月

期の期首に発生した特定大口顧客のスキーム変更の影響等もあり、直近の第40期第3四半期連結累計

期間の業績は、売上高が110億96百万円（前年同四半期比6.1％減）、営業損失が79百万円（前年同四

半期は2億5百万円の営業利益）、経常損失が64百万円（前年同四半期は2億33百万円の経常利益）、

四半期純損失が68百万円（前年同四半期は2億45百万円の四半期純利益）となるなど、厳しい状況が

続いております。そのため、対象者グループにおいては、競合企業との価格競争を乗り切るための各

種コスト削減等の諸施策や、顧客拡大のための営業力強化を迅速に行い、ハイブリッド経営による事

業の拡大を早期に図ることが必須の状況となっております。 

このような状況の中、当社は、平成23年12月頃より、対象者の中長期的な企業価値向上のための

経営方針、対象者を完全子会社化することによって得られるシナジー効果等、対象者株式の取得につ

いて分析、検討を進め、また、平成24年1月下旬には、対象者に対して対象者を当社の完全子会社化
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することを提案の上、当社グループ及び対象者グループの企業価値向上に資するための施策につき、

両社にて協議・検討を重ねてまいりました。 

その結果、当社及び対象者は、対象者を当社の完全子会社とし、当社グループと対象者グループ

が強力な協力体制を構築することによりはじめて、以下のような対象者グループの企業価値向上のた

めの諸施策を実施することが可能との共通認識に至り、最終的には、平成24年4月27日、本公開買付

けにより当社が対象者を完全子会社化することが当社グループ及び対象者グループにとって中長期的

な観点からシナジーを最適化することができる最良の方策であるという結論に至りました。 

 

① まず、対象者グループにおける３ＰＰＬ事業によるサービス売上の拡大を図るための営業力

強化については、当社グループからの営業人員の受け入れを含め、対象者グループにおける営

業人員を大幅に増加させるとともに、営業人員の教育・研修を充実させ、営業能力を向上させ

ることが重要となりますが、対象者グループとしては、当社グループによる信用力の補完を受

けることができれば、財務体質の悪化や信用力の低下等のリスクを回避しつつ、上記のような

営業力拡大に係る施策を実施することが可能となります。また、当社が対象者を完全子会社と

し、当社グループ及び対象者が相互に協力し、顧客基盤を共有した上で再構築し、それぞれの

強みを生かした営業を効率的に展開することで、これまで以上に顧客の需要に対応することが

可能となります。 

② 次に、対象者グループにおける競合企業との価格競争を乗り切るための各種コスト削減等の

諸施策については、当社が対象者を完全子会社とし、当社グループと対象者グループとが情報

を共有し、かつ対象者グループが当社グループの経営資源を活用することで、(i)仕入を共同化

することによる商品原価の低減、(ii)倉庫の共同利用を行うことによる倉庫家賃の削減、(iii)

配送オペレーションの共同化による物流費の削減、(iv)システム開発の共同化によるシステム

投資額の削減、(v)カタログ制作の共同化によるカタログコストの削減等の諸施策を積極的かつ

効率的に実施することが可能となります。 

③ 上記のほか、当社が対象者を完全子会社とすることにより、当社グループの人材の当社グ

ループ内での適切な配置その他の手段を通じて、当社グループの営業・非営業分野での様々な

ノウハウや情報を対象者に対して供与が可能になるほか、当社グループと対象者グループが一

体となった柔軟な経営戦略の策定と遂行の実現及び迅速かつ柔軟な意思決定の実現が可能とな

ります。 

このように、当社及び対象者は、当社が対象者を完全子会社化することで、当社グループ全体の

経済的一体性や機動性を高め、相互の経営資源の利用や情報共有を可能とすることにより、対象者グ

ループを含む当社グループ全体としてシナジーを最適化することができるものと考えております。 

なお、本公開買付け後の具体的な対象者の経営方針につきましては、対象者の完全子会社化を実

施後に対象者と協議・検討を行うことを予定しております。また、当社は、本公開買付け後において

も対象者の常勤役員体制を基本的に維持する意向であり、一方で、グループ経営を促進させグループ

企業価値を高めるため、当社から数名の役員を派遣する予定です。さらに、対象者の従業員につきま

しては、経営・事業運営にとって重要な経営資源と考えており、今後も対象者の更なる発展に向けて

能力を発揮していただきたいと考えているため、本公開買付け後もその雇用及び処遇を原則維持継続

する予定です。 

（注1）３ＰＰＬ（サードパーティ・パーチェシング＆ロジスティクス）： 

お客様（荷主）企業における購買から物流に関する業務を効率化するための総合的なアウト

ソースを請負う事業形態 

（注2）ＳａａＳ（ソフトウェア アズ ア サービス）： 

インターネットを通じて、顧客が必要な機能を選択してビジネスアプリケーションを利用出来

るようにしたサービス形態 

 

(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 

 当社は、本日現在において対象者の普通株式 9,812,000 株（保有割合：43.96％）を保有するとと

もに、当社完全子会社らを通じた間接保有分と合わせて対象者の普通株式 11,112,000 株（保有割

合：49.79％）を保有し、対象者を連結子会社としていることから、当社及び対象者は、本公開買付

けの公正性を担保するために以下のような措置を講じております。 
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① 公開買付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 

（ａ）普通株式 

  当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、当社

及び対象者とは独立した第三者算定機関であるみずほ証券株式会社（以下「みずほ証券」といい

ます。）に対し、対象者の株式価値の算定を依頼し、平成24年4月26日付で株式価値算定書を取

得して、その参考としております。なお、当社は、みずほ証券から本公開買付価格の公正性に関

する意見（フェアネス・オピニオン）を取得しておりません。 

みずほ証券は、対象者の株式価値を算定するにあたり、対象者の財務状況、対象者の普通株式

の市場株価の動向等について検討を行った上で、多面的に評価をすることが適切であると考え、

市場株価基準法及び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。）の各手法を用いて対象者の株式価値の算定を行いました。上記各手法において算定された

対象者の普通株式1株当たりの株式価値のレンジはそれぞれ以下のとおりです。 

（ⅰ）市場株価基準法 

平成24年4月26日を基準日として、ＪＡＳＤＡＱにおける対象者の普通株式の基準日終値

（80円）、過去1ヶ月の終値の単純平均値（77円（小数点以下四捨五入））、過去3ヶ月の終

値の単純平均値（75円（小数点以下四捨五入））及び過去6ヶ月の終値の単純平均値（70円

（小数点以下四捨五入））をもとに、1株当たりの株式価値の範囲を70円から80円と分析して

おります。 

（ⅱ）ＤＣＦ法 

対象者の事業計画、対象者と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平成24年5月期以降の対象者の収益予想に基づき、対

象者が将来獲得することが期待されるキャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割引

くことにより対象者の株式価値を評価し、1株当たりの株式価値を91円から115円と分析して

おります。 

当社は、上記の株式価値算定書における対象者の株式価値の算定結果を参考にしつつ、過去

に行われた本公開買付けと同種の公開買付けの際に付与されたプレミアムの実例、対象者取締

役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者の普通株式の市場株価の動向、対象者との協

議・交渉の結果等を総合的に勘案し、最終的に平成24年4月27日の当社取締役会決議によって、

本公開買付価格を1株当たり102円と決定いたしました。 

なお、本公開買付価格102円は、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24

年4月26日の対象者の普通株式のＪＡＳＤＡＱにおける終値（80円）に27.50％（小数点以下第

三位を四捨五入）のプレミアムを、過去1ヶ月間（平成24年3月27日から平成24年4月26日まで）

の終値単純平均（77円。小数点以下を四捨五入。終値単純平均の算出において、以下同じとし

ます。）に32.47％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを、過去3ヶ月間（平成24年1

月27日から平成24年4月26日まで）の終値単純平均（75円）に36.00％（小数点以下第三位を四

捨五入）のプレミアムを、過去6ヶ月間（平成23年10月27日から平成24年4月26日まで）の終値

単純平均（70円）に45.71％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加えた額

に相当します。 

（ｂ）新株予約権 

 本新株予約権は、ストックオプションとして、対象者の役員及び従業員に対して発行された

ものであり、譲渡による本新株予約権の取得については対象者取締役会の承認を要するものと

されておりますが、対象者によれば、対象者取締役会は、本新株予約権に係る新株予約権者が、

その保有する本新株予約権を本公開買付けに応募することにより当社に対して譲渡することに

ついて包括的に承認することを決議したとのことです。 

本新株予約権は本日現在において、当該新株予約権における対象者の普通株式1株当たりの行

使価額が本公開買付価格を下回っています。そこで、当社は、本新株予約権に係る買付価格を、

本公開買付価格である102円と本新株予約権の対象者の普通株式1株当たりの行使価額50円との

差額である52円に当該新株予約権1個の目的となる普通株式の数である100を乗じた金額である

5,200円と決定いたしました。 

 

② 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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 対象者によれば、対象者取締役会は、本公開買付価格の評価を行うにあたり、その公正性を担

保すべく、当社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高

野総合コンサルティング株式会社（以下「高野総合」といいます。）に対して対象者の株式価値

の算定を依頼したとのことです。 

高野総合は、対象者取締役会から事業の現状及び将来の事業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市場株価法、ＤＣＦ法及び類似上場会社比較法を用いて、対象者の

普通株式の株式価値分析を実施し、対象者は高野総合から平成24年4月26日に、下記の各方式に

よる分析結果の意味するところの説明を受けるとともに、対象者の普通株式の価値に関する株式

価値算定書を取得したとのことです。なお、対象者は、高野総合から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）は取得していないとのことです。 

上記各方式において算定された対象者の普通株式1株当たりの価値の範囲はそれぞれ以下のと

おりであるとのことです。 

市場株価法       77円から81円 

ＤＣＦ法        87円から129円 

類似上場会社比較法   98円から121円 

市場株価法では、平成24年4月26日を基準日として、ＪＡＳＤＡＱにおける対象者の普通株式

の終値、直近1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間の各期間における出来高加重平均株価を基に、普通

株式1株当たりの価値の範囲を77円から81円までと分析しているとのことです。 

ＤＣＦ法では、対象者の事業計画等、対象者と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を考慮した平成24年5月期以降の対象者の将来の収益予想に基

づき、対象者が将来生み出すと見込まれるキャッシュ・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、普通株式１株当たりの価値の範囲を87円から129円までと

分析しているとのことです。 

類似上場会社比較法では、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収益

等を示す財務指標との比較を通じて、対象者の株式価値を評価し、普通株式1株当たりの価値の

範囲を98円から121円までと分析しているとのことです。 

 

③ 対象者における独立した特別委員会の設置 

 対象者によれば、対象者取締役会は、本取引が対象者の親会社である当社との取引となるこ

とから、その公正性を担保するため、平成 24 年 3 月 16 日付で、本公開買付けに係る対象者の

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、

対象者及び当社から独立した現対象者社外取締役であり、かつ独立役員である大岡哲氏及び大

慈彌省三氏並びに外部の有識者である原伸宏氏（公認会計士・税理士、アゼリア・パートナー

ズ株式会社代表取締役）の 3 氏によって構成される特別委員会（なお、上記のとおり、大岡哲

氏及び大慈彌省三氏が対象者の社外取締役である関係を除き、この 3 氏と当社グループ及び対

象者との間には、現在及び過去において取引関係は一切ないとのことです。また、対象者は当

初からこの 3 氏を特別委員会の委員として選定しており、特別委員会の委員を変更した事実は

ないとのことです。）を設置し、本公開買付けに対して対象者が表明すべき意見の内容を検討す

る前提として、①本取引は対象者の企業価値向上に資するか、②本取引の条件（本公開買付価

格を含む）の公正性が確保されているか、③本取引において公正な手続を通じて対象者株主の

利益への十分な配慮がなされているか、④本公開買付けについて対象者取締役会が賛同意見を

表明することは、公開買付者以外の対象者株主（以下「少数株主」といいます。）にとって不利

益でないか、⑤本公開買付けの成立後に、公開買付者が対象者の完全親会社となることを目的

として、対象者が全部取得条項付種類株式を用いる方法により対象者の発行済株式の全部を取

得して完全子会社化を行うことは少数株主にとって不利益でないかを検討し、対象者取締役会

に答申を行うことを特別委員会に対し諮問することを決議したとのことです。そして、特別委

員会は、平成 24 年 3 月 21 日より平成 24 年 4 月 27 日まで合計 6 回開催され、対象者取締役会

からの諮問事項である上記各点に関し、独自に公開買付者及び対象者から独立した法務アドバ

イザーとして村田・若槻法律事務所を選定し、その助言を受けつつ、慎重に検討を行ったとの

ことです。特別委員会は、対象者に対し質疑応答等を行うとともに、対象者より提出を受けた
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本取引に関連する資料を精査し、慎重に審議を重ねた上で、本公開買付価格の妥当性、本公開

買付価格検討の合理性、二段階買収に係る手続の適正性といった基準に照らして特別委員会が

認定した事実を検討した結果、①本取引は対象者の企業価値の向上に資するものであること、

②本取引の条件は公正性が確保されており、本公開買付価格も妥当であること、③本取引にお

いて、公正な手続を通じて対象者株主の利益に十分な配慮がなされていること、④本公開買付

けについて対象者取締役会が賛同意見を表明することは、少数株主にとって不利益でないこと、

及び⑤本公開買付けの成立後に予定されている、公開買付者による対象者の完全子会社化は少

数株主にとって不利益でないことが認められる旨、委員の全員一致で決議し、対象者取締役会

に対して、その旨の答申を行ったとのことです。 

 

④ 対象者における法律事務所からの助言 

対象者によれば、対象者は、対象者の法務アドバイザーである森・濱田松本法律事務所から、

本公開買付けに対する意見表明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法

的助言を受けているとのことです。なお、対象者は当初から森・濱田松本法律事務所を法務ア

ドバイザーとして選任しており、法務アドバイザーを変更した事実はないとのことです。 

 

⑤ 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 

対象者によれば、対象者取締役会は、高野総合から取得した株式価値算定書、森・濱田松本

法律事務所から得た法的助言、特別委員会の答申等を踏まえて、本公開買付けに関する諸条件

について、慎重に協議、検討してきたとのことです。その結果、本取引の一環として行われる

本公開買付けは対象者の企業価値向上の観点から有益であるとともに、本公開買付けの諸条件

を慎重に検討した結果、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株

主にとって妥当であり、本公開買付けは対象者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し、平成24年4月27日開催の対象者取締役会において、本公開買付

けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し本公開買付けに応募す

ることを推奨する旨の決議をしたとのことです。また、対象者は、同取締役会において、本新

株予約権については、本新株予約権に係る買付価格は、本公開買付価格から本新株予約権の行

使価額を控除した価格に本新株予約権1個の目的となる普通株式の数を乗じた価格とされている

ことから、本新株予約権の新株予約権者にとって妥当であると判断し、当該新株予約権者に対

して本公開買付けへ応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。 

対象者によれば、同取締役会には、対象者取締役 6 名（うち社外取締役 2 名）全員が出席し、

出席した取締役全員の賛成により、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対

象者の株主の皆様及び本新株予約権の新株予約権者の皆様に対し本公開買付けに応募すること

を推奨する旨の決議をしたとのことです。また、同取締役会には、対象者監査役 3 名（うち社

外監査役 2 名）全員が出席し、いずれの監査役も、対象者取締役会が本公開買付けに対し賛同

の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様及び本新株予約権の新株予約権者の皆様に対

し本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をすることに異議がない旨の意見を述べた

とのことです。 

 

⑥ 比較的長期に渡る買付け等の期間の設定 

当社は、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。）を、法

令に定められた最短期間が 20 営業日であるところ、30 営業日に設定しております。公開買付期

間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主の皆様及び本新株予約権の新株予約権者

の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者の普

通株式及び本新株予約権について当社以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、

もって本公開買付価格の適正性を担保することを企図しております。また、当社及び対象者は、

対象者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対象者との間で接触することを制限するような内容の合意を行っておりま

せん。このように、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買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。 
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⑦ マジョリティ・オブ・マイノリティに相当する買付予定数の下限の設定 

 当社は本公開買付けにおいて買付予定数の下限（8,542,704 株）以上の応募があることをその

成立の条件としております。これは、(a)(i)対象者が平成24年 4月 4日に提出した第40期第3

四半期報告書に記載された平成 24 年 2 月 20 日現在の発行済株式総数（22,318,000 株）から、

(ｱ)同四半期報告書に記載された平成 24 年 2 月 20 日現在の対象者が保有する自己株式数

（58,344 株）、並びに(ｲ)本日現在における当社（間接保有分を含みます。）が保有する対象者の

普通株式数（11,112,000 株）及び対象者大株主らが保有する対象者の普通株式数（3,027,750

株）を控除した株式数（8,119,906 株）に、(ii)(ｱ)対象者が平成 23 年 8 月 8 日に提出した第

39 期有価証券報告書に記載された平成 23 年 5 月 20 日現在の本新株予約権の数（3,130 個）に、

(ｲ)平成 23 年 5 月 20 日から平成 24 年 2 月 20 日までの変更（対象者によれば、平成 23 年 5 月

20 日から平成 24 年 2 月 20 日までに、本新株予約権は 30 個消滅しているとのことです。）を反

映した新株予約権の数（3,100 個）の目的となる対象者の普通株式の数の最大数（310,000 株）

を加えた株式数（8,429,906 株）の過半数に相当する株式数（4,214,954 株。これは、当社（間

接保有分を含みます。）及び対象者大株主ら以外の者が保有する対象者の普通株式数（本新株予

約権に係る潜在的普通株式数を含みます。）の過半数、すなわち、いわゆる「マジョリティ・オ

ブ・マイノリティ（majority of minority）」に相当する対象者の普通株式数にあたります。）

に、(b)当社完全子会社ら及び対象者大株主らが保有する対象者の普通株式数（4,327,750 株）

を加えた株式数となります。当社は、対象者の少数株主の皆様の意思を重視して、応募株券等

の数の合計が当該下限に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いません。 

 

(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） 

当社は、上記「（1）本公開買付けの概要」に記載のとおり、対象者が保有する自己株式を除いた

対象者の発行済株式の全てを取得する予定です。 

当社は、本公開買付けにより、対象者が保有する自己株式を除いた対象者の発行済株式の全てを

取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、当社が対象者の発行済株式の全て（対象者が

保有する自己株式を除きます。）を保有することになるよう、以下の一連の手続を行うことを企図し

ております。 

具体的には、本公開買付けの完了後、当社は、①対象者が会社法（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。）の規定する種類株式発行会社となるために、対象者において普

通株式とは別個の種類の株式を発行できる旨の定めを置くことを内容とする定款の一部変更を行うこ

と、②対象者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。）を付す旨の定款の一部変更を行うこと、及び③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

該取得と引換えに別個の種類の対象者の株式を交付することを付議議案に含む対象者の臨時株主総会

（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を対象者に要請する予定です。 

また、本臨時株主総会において上記①の議案について承認されると、対象者は会社法の規定する

種類株式発行会社となります。そして、上記②に係る定款の一部変更の効力を生じさせるためには、

会社法第111条第2項第1号に基づき、本臨時株主総会の上記②に係る決議に加えて、株式の内容とし

て全部取得条項が付される対象者の普通株式を保有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本

種類株主総会」といいます。）の決議が必要となるため、当社は、対象者に対し、本臨時株主総会の

開催日と同日を開催日とし、上記②の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本種類株主総会の

開催を要請する予定です。 

なお、本臨時株主総会及び本種類株主総会に上記各議案が上程された場合、当社は、本臨時株主

総会及び本種類株主総会におい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に全部取得条項が付された

上で、その全て（対象者が保有する自己株式を除きます。）が対象者に取得されることとなり、対象

者の株主（対象者を除きます。）には当該取得の対価として別個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が1株に満たない端数となる株主に対して

は、会社法第234条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数（合計した数に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。）に相当する当該対象者の株式を売却す

ること等によって得られる金銭が交付されます。なお、当該端数の合計数に相当する当該対象者の株
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式の売却の結果、各株主に交付されることになる金銭の額については、本公開買付価格に当該各株主

が保有していた対象者の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す。また、全

部取得条項が付された対象者の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、

本日現在において未定ですが、当社が対象者の発行済株式の全て（対象者が保有する自己株式を除き

ます。）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以外の対象者の株主に対

して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決定される予定です。

なお、当社は、本臨時株主総会及び本種類株主総会の決議後実務上合理的に可能な範囲内で速やかに

対象者を当社の完全支配会社とするための施策を完了することを予定しております。この他、対象者

の普通株式の取得対価として交付されることとなる別個の種類の対象者株式の上場申請は行われない

予定です。 

当社は、原則として平成24年8月を目処に本臨時株主総会及び本種類株主総会を開催するよう、対

象者に要請することを予定していますが、対象者によれば、対象者は、本臨時株主総会及び本種類株

主総会の具体的な手続及び実施時期等については、決定次第、速やかに公表するとのことです。 

上記手続に関連する少数株主の権利保護を目的としたと考えられる会社法上の規定として、上記

③の全部取得条項が付された対象者の普通株式の全部の取得が本臨時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、株主は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います。この方法による場合、1株当たりの取得価格は、最

終的には裁判所が判断することになります。 

なお、上記②の定款変更に関連して、会社法第116条及び第117条その他の関係法令の定めに従い、

株主はその保有する株式の買取請求を行うことができ、裁判所に買取価格の決定を求める申立てを行

うことができる旨が定められておりますが、全部取得条項による取得の効力が生じたときは、会社法

第117条第2項の買取価格決定の申立て適格を欠くと判断される可能性があります。 

また、上記各手続については、関係法令についての当局の解釈等の状況、本公開買付け後の当社

による対象者の株式の保有状況又は当社以外の対象者の株主による対象者の株式の保有状況等によっ

ては、その実施に時間を要し、又はそれと概ね同等の効果を有する他の方法に変更する可能性があり

ます。ただし、そのように他の方法に変更する場合でも、本公開買付けに応募されなかった当社以外

の対象者の株主に対しては、最終的に金銭を交付する方法により、当社が対象者の発行済株式の全て

（対象者が保有する自己株式を除きます。）を保有することとなることを予定しており、その場合に

当社以外の対象者の株主に交付されることになる金銭の価値についても、本公開買付価格に当該株主

が保有していた対象者の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す。この場合

における具体的な手続については、対象者と協議の上、決定次第速やかに開示する予定です。 

なお、本公開買付けは、本臨時株主総会及び本種類株主総会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ございません。 

また、対象者によれば、本新株予約権については、本公開買付けが成立し、本公開買付けにおい

て本新株予約権の全てを取得できず、かつ当該本新株予約権が行使されずに残存した場合、対象者は、

本新株予約権の権利者に対して、当社による対象者の完全子会社化までに本新株予約権を行使又は放

棄するよう勧奨し、本新株予約権を消滅させるために必要な手続を行う予定とのことです。  

 

(5) 上場廃止となる見込み及びその理由 

対象者の普通株式は、現在、ＪＡＳＤＡＱに上場されておりますが、当社は、本公開買付けにお

いて買付予定数の上限を設定しておらず、本公開買付けの結果次第では、ＪＡＳＤＡＱの上場廃止基

準に従い、対象者の普通株式は、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、本公開

買付けの完了時点で当該基準に該当しない場合でも、当社は、本公開買付けが成立した場合、対象者

が保有する自己株式を除く対象者の発行済株式の全てを保有することを企図しており、本公開買付け

の成立後に、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）」

に記載の各手続が実行された場合には、対象者の普通株式は、所定の手続を経て上場廃止となります。

上場廃止後は、対象者の普通株式をＪＡＳＤＡＱにおいて取引することはできません。 

 

(6) 公開買付者と対象者の株主との間における本公開買付けの応募に係る重要な合意に関する事項 

 本公開買付けに際して、当社は、当社完全子会社ら及び対象者大株主らとの間で、平成24年4月26

日付で本応募契約を締結し、当社完全子会社らより、それぞれが保有する対象者の普通株式の全て

（合計1,300,000株、保有割合：5.82％）について、並びに対象者大株主らより、それぞれが保有す
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る対象者の普通株式の全て（合計3,027,750株、保有割合：13.57％）について、それぞれ本公開買付

けに応募する旨の同意を得ております。 

 

２. 買付け等の概要 

(1) 対象者の概要 

① 名 称 ビズネット株式会社 

② 所 在 地 東京都千代田区三番町6番地14 

③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長  小川 修二 

④ 事 業 内 容 オフィス用品販売や間接材の調達代行、物流管理事業 

⑤ 資 本 金 1,197,200千円（平成23年11月20日現在） 

⑥ 設 立 年 月 日 平成12年5月21日 

プラス株式会社 43.96 %

今泉 嘉久 5.71 %

プラスロジスティクス株式会社 4.48 %

今泉 壮平 2.69 %

有限会社ソマック 1.93 %

ビズネット従業員持株会 1.84 %

今泉 公二 1.44 %

プラス技研株式会社 1.34 %

渡辺 順彦 1.11 %

⑦ 
大 株 主 及 び 持 株 比 率 

(平成23年11月20日現在) 

中嶋 光正 0.94 %

資 本 関 係

当社は、対象者株式を 9,812 千株（対象者の発

行済株式総数 22,318 千株に対する保有株式数

の割合にして 43.96％（小数点以下第三位を四

捨五入しております。以下本欄において同

じ。））直接保有するとともに、対象者株式を

1,300 千株（対象者の発行済株式総数 22,318 

千株に対する保有株式数の割合にして 5.82％）

間接保有しております。 

人 的 関 係
当社と対象者との間には、記載すべき人的関係

はありません。 

取 引 関 係
当社は、対象者との間で、対象者に対する製品

の販売等の取引を行っております。 

⑧ 公開買付者と対象者の関係 

関 連 当 事 者 へ

の 該 当 状 況

対象者は当社の連結子会社であり、関連当事者

に該当します。 

（注）「⑦大株主及び持株比率(平成23年 11月 20 日現在)」における持株比率の記載は対象者の発行済

株式総数に対する保有株式数の割合を、小数点以下第三位を四捨五入して記載しております。 

 

(2) 日程等 

① 日程 

取 締 役 会 決 議 平成24年4月27日（金曜日） 

公開買付開始公告日 

平成24年5月1日（火曜日） 

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 

（電子公告アドレス http://info.edinet-fsa.go.jp/） 

公開買付届出書提出日 平成24年5月1日（火曜日） 

 

② 届出当初の買付け等の期間 

平成24年5月1日（火曜日）から平成24年6月13日（水曜日）まで（30営業日） 
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③ 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。 

(3) 買付け等の価格 

普通株式1株につき金102円 

本新株予約権 1個につき金5,200円 

(4) 買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

 （a）普通株式 

当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、

当社及び対象者とは独立した第三者算定機関であるみずほ証券に対し、対象者の株式価値の

算定を依頼し、平成24年4月26日付で株式価値算定書を取得して、その参考としております。

なお、当社は、みずほ証券から本公開買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・オピニ

オン）を取得しておりません。 

みずほ証券は、対象者の株式価値を算定するにあたり、対象者の財務状況、対象者の普通

株式の市場株価の動向等について検討を行った上で、多面的に評価をすることが適切である

と考え、市場株価基準法及びＤＣＦ法の各手法を用いて対象者の株式価値の算定を行いまし

た。上記各手法において算定された対象者の普通株式1株当たりの株式価値のレンジはそれぞ

れ以下のとおりです。 

(ⅰ) 市場株価基準法 

 平成24年4月26日を基準日として、ＪＡＳＤＡＱにおける対象者の普通株式の基準日

終値（80円）、過去1ヶ月の終値の単純平均値（77円（小数点以下四捨五入））、過去

3ヶ月の終値の単純平均値（75円（小数点以下四捨五入））及び過去6ヶ月の終値の単純

平均値（70円（小数点以下四捨五入））をもとに、1株当たりの株式価値の範囲を70円

から80円と分析しております。 

(ⅱ) ＤＣＦ法 

 対象者の事業計画、対象者と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平成24年5月期以降の対象者の収益予想に

基づき、対象者が将来獲得することが期待されるキャッシュ・フローを一定の割引率で

現在価値に割引くことにより対象者の株式価値を評価し、1株当たりの株式価値を91円

から115円と分析しております。 

当社は、上記の株式価値算定書における対象者の株式価値の算定結果を参考にしつつ、過

去に行われた本公開買付けと同種の公開買付けの際に付与されたプレミアムの実例、対象者

取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者の普通株式の市場株価の動向、対象者

との協議・交渉の結果等を総合的に勘案し、最終的に平成24年4月27日の当社取締役会決議に

よって、本公開買付価格を1株当たり102円と決定いたしました。 

なお、本公開買付価格102円は、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

24年4月26日の対象者の普通株式のＪＡＳＤＡＱにおける終値（80円）に27.50％（小数点以

下第三位を四捨五入）のプレミアムを、過去1ヶ月間（平成24年3月27日から平成24年4月26日

まで）の終値単純平均（77円）に32.47％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを、

過去3ヶ月間（平成24年1月27日から平成24年4月26日まで）の終値単純平均（75円）に

36.00％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを、過去6ヶ月間（平成23年10月27日

から平成24年4月26日まで）の終値単純平均（70円）に45.71％（小数点以下第三位を四捨五

入）のプレミアムをそれぞれ加えた額に相当します。 

（b）本新株予約権 

本新株予約権は、ストックオプションとして、対象者の役員及び従業員に対して発行され

たものであり、譲渡による本新株予約権の取得については対象者取締役会の承認を要するも

のとされておりますが、対象者によれば、対象者取締役会は、本新株予約権に係る新株予約

権者が、その保有する本新株予約権を本公開買付けに応募することにより当社に対して譲渡

することについて包括的に承認することを決議したとのことです。 
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本新株予約権は本日現在において、当該新株予約権における対象者の普通株式1株当たりの

行使価額が本公開買付価格を下回っています。そこで、当社は、本新株予約権に係る買付価

格を、本公開買付価格である102円と本新株予約権の対象者の普通株式1株当たりの行使価額

50円との差額である52円に当該新株予約権1個の目的となる普通株式の数である100を乗じた

金額である5,200円と決定いたしました。 

 

② 算定の経緯 

（本公開買付価格の決定に至る経緯） 

わが国経済は、国内経済の成熟化や人口減少、欧州の財政問題等による世界経済の減速懸

念、円高進行、株価の長期低迷等のマクロ的要因を背景に低迷を続け、東日本大震災の復興

需要による一時的な景気持ち直しが期待されるものの、景気の先行きの不透明感をぬぐえな

い状況が続いております。対象者を取り巻く事業環境につきましても、大手・中堅企業にお

ける購買抑制や価格競争の激化は継続しており、間接材購買需要は依然として厳しい状況と

なっております。 

このような状況の中、当社は、平成23年12月頃より、対象者の中長期的な企業価値向上の

ための経営方針、対象者を完全子会社化することによって得られるシナジー効果等、対象者

株式の取得について分析、検討を進め、また、平成24年1月下旬には、対象者に対して対象者

を当社の完全子会社化することを提案の上、当社グループ及び対象者グループの企業価値向

上に資するための施策につき、両社にて協議・検討を重ねてまいりました。 

その結果、当社及び対象者は、対象者を当社グループの完全子会社とし、当社グループと

対象者グループが強力な協力体制を構築することによりはじめて、以下のような対象者グ

ループの企業価値向上のための諸施策を実施することが可能との共通認識に至り、最終的に

は、平成24年４月27日、本公開買付けにより当社が対象者を完全子会社化することが当社グ

ループ及び対象者グループにとって中長期的な観点からシナジーを最適化することができる

最良の方策であるという結論に至りました。 

① まず、対象者グループにおける３ＰＰＬ事業によるサービス売上の拡大を図るための

営業力強化については、当社グループからの営業人員の受け入れを含め、対象者グルー

プにおける営業人員を大幅に増加させるとともに、営業人員の教育・研修を充実させ、

営業能力を向上させることが重要となりますが、対象者グループとしては、当社グルー

プによる信用力の補完を受けることができれば、財務体質の悪化や信用力の低下等のリ

スクを回避しつつ、上記のような営業力拡大に係る施策を実施することが可能となりま

す。また、当社が対象者を完全子会社とし、当社グループ及び対象者が相互に協力し、

顧客基盤を共有した上で再構築し、それぞれの強みを生かした営業を効率的に展開する

ことで、これまで以上に顧客の需要に対応することが可能となります。 

② 次に、対象者グループにおける競合企業との価格競争を乗り切るための各種コスト削

減等の諸施策については、当社が対象者を完全子会社とし、当社グループと対象者グ

ループとが情報を共有し、かつ対象者グループが当社グループの経営資源を活用するこ

とで、(i)仕入を共同化することによる商品原価の低減、(ii)倉庫の共同利用を行うこと

による倉庫家賃の削減、(iii)配送オペレーションの共同化による物流費の削減、(iv)シ

ステム開発の共同化によるシステム投資額の削減、(v)カタログ制作の共同化によるカタ

ログコストの削減等の諸施策を積極的かつ効率的に実施することが可能となります。 

③ 上記のほか、当社が対象者を完全子会社とすることにより、当社グループの人材の当

社グループ内での適切な配置その他の手段を通じて、当社グループの営業・非営業分野

での様々なノウハウや情報を対象者に対して供与が可能になるほか、当社グループと対

象者グループが一体となった柔軟な経営戦略の策定と遂行の実現及び迅速かつ柔軟な意

思決定の実現が可能となります。 

このように、当社及び対象者は、当社が対象者を完全子会社化することで、当社グループ

全体の経済的一体性や機動性を高め、相互の経営資源の利用や情報共有を可能とすることに

より、対象者グループを含む当社グループ全体としてシナジーを最適化することができるも

のと考えております。 

上記のような状況を踏まえ、当社は、平成24年4月27日開催の当社取締役会において、本公

開買付けの実施を決定し、以下の経緯により本公開買付価格を決定いたしました。 
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（算定の際に意見を聴取した第三者の名称） 

当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、

当社及び対象者とは独立した第三者算定機関であるみずほ証券に対し、対象者の株式価値の

算定を依頼し、平成24年4月26日付で株式価値算定書を取得して、その参考としております。

なお、当社は、みずほ証券から本公開買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・オピニ

オン）を取得しておりません。 

（当該意見の概要） 

みずほ証券は、対象者の株式価値を算定するにあたり、対象者の財務状況、対象者の普通

株式の市場株価の動向等について検討を行った上で、多面的に評価をすることが適切である

と考え、市場株価基準法及びＤＣＦ法の各手法を用いて対象者の株式価値の算定を行いまし

た。上記各手法において算定された対象者の普通株式1株当たりの株式価値のレンジはそれぞ

れ以下のとおりです。 

（ⅰ）市場株価基準法 

平成24年4月26日を基準日として、ＪＡＳＤＡＱにおける対象者の普通株式の基準日終値

（80円）、過去1ヶ月の終値の単純平均値（77円（小数点以下四捨五入））、過去3ヶ月の

終値の単純平均値（75円（小数点以下四捨五入））及び過去6ヶ月の終値の単純平均値（70

円（小数点以下四捨五入））をもとに、1株当たりの株式価値の範囲を70円から80円と分析

しております。 

（ⅱ）ＤＣＦ法 

対象者の事業計画、対象者と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平成24年5月期以降の対象者の収益予想に基づき、

対象者が将来獲得することが期待されるキャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に

割引くことにより対象者の株式価値を評価し、1株当たりの株式価値を91円から115円と分

析しております。 

（当該意見を踏まえて本公開買付価格を決定するに至った経緯） 

当社は、上記の株式価値算定書における対象者の株式価値の算定結果を参考にしつつ、過

去に行われた本公開買付けと同種の公開買付けの際に付与されたプレミアムの実例、対象者

取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者の普通株式の市場株価の動向、対象者

との協議・交渉の結果等を総合的に勘案し、最終的に平成24年4月27日の当社取締役会決議に

よって、本公開買付価格を1株当たり102円と決定いたしました。 

なお、本公開買付価格102円は、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

24年4月26日の対象者の普通株式のＪＡＳＤＡＱにおける終値（80円）に27.50％（小数点以

下第三位を四捨五入）のプレミアムを、過去1ヶ月間（平成24年3月27日から平成24年4月26日

まで）の終値単純平均（77円）に32.47％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを、

過去3ヶ月間（平成24年1月27日から平成24年4月26日まで）の終値単純平均（75円）に

36.00％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを、過去6ヶ月間（平成23年10月27日

から平成24年4月26日まで）の終値単純平均（70円）に45.71％（小数点以下第三位を四捨五

入）のプレミアムをそれぞれ加えた額に相当します。 

本新株予約権については、いずれもストックオプションとして、対象者の役員及び従業員

に対して発行されたものであり、譲渡による本新株予約権の取得については対象者の取締役

会の承認を要するものとされておりますが、対象者によれば、対象者取締役会は、本新株予

約権に係る新株予約権者が、その保有する本新株予約権を本公開買付けに応募することによ

り当社に対して譲渡することについて包括的に承認することを決議したとのことです。 

本新株予約権は本日現在において、当該新株予約権における対象者の普通株式1株当たりの

行使価額が本公開買付価格を下回っています。そこで、当社は、本新株予約権に係る買付価

格を、本公開買付価格である102円と本新株予約権の対象者の普通株式1株当たりの行使価額

50円との差額である52円に当該新株予約権1個の目的となる普通株式の数である100を乗じた

金額である5,200円と決定いたしました。 

（買付価格の評価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） 

（a）公開買付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 

（ⅰ）普通株式 
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当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあ

たり、当社及び対象者とは独立した第三者算定機関であるみずほ証券に対し、対象者

の株式価値の算定を依頼し、平成24年4月26日付で株式価値算定書を取得して、その参

考としております。なお、当社は、みずほ証券から本公開買付価格の公正性に関する

意見（フェアネス・オピニオン）を取得しておりません。 

みずほ証券は、対象者の株式価値を算定するにあたり、対象者の財務状況、対象者

の普通株式の市場株価の動向等について検討を行った上で、多面的に評価をすること

が適切であると考え、市場株価基準法及びＤＣＦ法の各手法を用いて対象者の株式価

値の算定を行いました。上記各手法において算定された対象者の普通株式1株当たりの

株式価値のレンジはそれぞれ以下のとおりです。 

1）市場株価基準法 

平成24年4月26日を基準日として、ＪＡＳＤＡＱにおける対象者の普通株式の基準

日終値（80円）、過去1ヶ月の終値の単純平均値（77円（小数点以下四捨五入））、

過去3ヶ月の終値の単純平均値（75円（小数点以下四捨五入））及び過去6ヶ月の終

値の単純平均値（70円（小数点以下四捨五入））をもとに、1株当たりの株式価値の

範囲を70円から80円と分析しております。 

2）ＤＣＦ法 

対象者の事業計画、対象者と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平成24年5月期以降の対象者の収益

予想に基づき、対象者が将来獲得することが期待されるキャッシュ・フローを一定

の割引率で現在価値に割引くことにより対象者の株式価値を評価し、1株当たりの株

式価値を91円から115円と分析しております。 

当社は、上記の株式価値算定書における対象者の株式価値の算定結果を参考にしつ

つ、過去に行われた本公開買付けと同種の公開買付けの際に付与されたプレミアムの

実例、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者の普通株式の市場

株価の動向、対象者との協議・交渉の結果等を総合的に勘案し、最終的に平成24年4月

27日の当社取締役会決議によって、本公開買付価格を1株当たり102円と決定いたしま

した。 

なお、本公開買付価格102円は、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24年4月26日の対象者の普通株式のＪＡＳＤＡＱにおける終値（80円）に

27.50％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを、過去1ヶ月間（平成24年3月

27日から平成24年4月26日まで）の終値単純平均（77円）に32.47％（小数点以下第三

位を四捨五入）のプレミアムを、過去3ヶ月間（平成24年1月27日から平成24年4月26日

まで）の終値単純平均（75円）に36.00％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミア

ムを、過去6ヶ月間（平成23年10月27日から平成24年4月26日まで）の終値単純平均

（70円）に45.71％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加えた額

に相当します。 

（ⅱ）新株予約権 

本新株予約権は、ストックオプションとして、対象者の役員及び従業員に対して発

行されたものであり、譲渡による本新株予約権の取得については対象者取締役会の承

認を要するものとされておりますが、対象者によれば、対象者取締役会は、本新株予

約権に係る新株予約権者が、その保有する本新株予約権を本公開買付けに応募するこ

とにより当社に対して譲渡することについて包括的に承認することを決議したとのこ

とです。 

本新株予約権は本日現在において、当該新株予約権における対象者の普通株式1株当

たりの行使価額が本公開買付価格を下回っています。そこで、当社は、本新株予約権

に係る買付価格を、本公開買付価格である102円と本新株予約権の対象者の普通株式1

株当たりの行使価額50円との差額である52円に当該新株予約権1個の目的となる普通株

式の数である100を乗じた金額である5,200円と決定いたしました。 

（b）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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対象者によれば、対象者取締役会は、本公開買付価格の評価を行うにあたり、その公

正性を担保すべく、当社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

者に該当しない高野総合に対して対象者の株式価値の算定を依頼したとのことです。 

高野総合は、対象者取締役会から事業の現状及び将来の事業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市場株価法、ＤＣＦ法及び類似上場会社比較法を

用いて、対象者の普通株式の株式価値分析を実施し、対象者は高野総合から平成24年4月

26日に、下記の各方式による分析結果の意味するところの説明を受けるとともに、対象

者の普通株式の価値に関する株式価値算定書を取得したとのことです。なお、対象者は、高

野総合から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）は取得してい

ないとのことです。 

上記各方式において算定された対象者の普通株式1株当たりの価値の範囲はそれぞれ以

下のとおりであるとのことです。 

市場株価法       77円から81円 

ＤＣＦ法        87円から129円 

類似上場会社比較法   98円から121円 

市場株価法では、平成24年4月26日を基準日として、ＪＡＳＤＡＱにおける対象者の普

通株式の終値、直近1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間の各期間における出来高加重平均株価

を基に、普通株式1株当たりの価値の範囲を77円から81円までと分析しているとのことで

す。 

ＤＣＦ法では、対象者の事業計画等、対象者と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を考慮した平成24年5月期以降の対象者の将来

の収益予想に基づき、対象者が将来生み出すと見込まれるキャッシュ・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、普通株式1株当たりの価値

の範囲を87円から129円までと分析しているとのことです。 

類似上場会社比較法では、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

価や収益等を示す財務指標との比較を通じて、対象者の株式価値を評価し、普通株式1株

当たりの価値の範囲を98円から121円までと分析しているとのことです。 

 

（c）対象者における独立した特別委員会の設置 

対象者によれば、対象者取締役会は、本取引が対象者の親会社である当社との取引と

なることから、その公正性を担保するため、平成23年3月16日付で、本公開買付けに係る

対象者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、対象者及び当社から独立した現対象者社外取締役であり、かつ独立役

員である大岡哲氏及び 大慈彌省三氏並びに外部の有識者である原伸宏氏（公認会計士・

税理士、アゼリア・パートナーズ株式会社代表取締役）の3氏によって構成される特別委

員会（なお、上記のとおり、大岡哲氏及び大慈彌省三氏が対象者の社外取締役である関

係を除き、この3氏と当社グループ及び対象者との間には、現在及び過去において取引関

係は一切ないとのことです。また、対象者は当初からこの3氏を特別委員会の委員として

選定しており、特別委員会の委員を変更した事実はないとのことです。）を設置し、本

公開買付けに対して対象者が表明すべき意見の内容を検討する前提として、①本取引は

対象者の企業価値向上に資するか、②本取引の条件（本公開買付価格を含む）の公正性

が確保されているか、③本取引において公正な手続を通じて対象者株主の利益への十分

な配慮がなされているか、④本公開買付けについて対象者取締役会が賛同意見を表明す

ることは、少数株主にとって不利益でないか、⑤本公開買付けの成立後に、公開買付者

が対象者の完全親会社となることを目的として、対象者が全部取得条項付種類株式を用

いる方法により対象者の発行済株式の全部を取得して完全子会社化を行うことは少数株

主にとって不利益でないかを検討し、対象者取締役会に答申を行うことを特別委員会に

対し諮問することを決議したとのことです。そして、特別委員会は、平成24年3月21日よ

り平成24年4月27日まで合計6回開催され、対象者取締役会からの諮問事項である上記各

点に関し、独自に公開買付者及び対象者から独立した法務アドバイザーとして村田・若

槻法律事務所を選定し、その助言を受けつつ、慎重に検討を行ったとのことです。特別

委員会は、対象者に対し質疑応答等を行うとともに、対象者より提出を受けた本取引に

関連する資料を精査し、慎重に審議を重ねた上で、本公開買付価格の妥当性、本公開買
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付価格検討の合理性、二段階買収に係る手続の適正性といった基準に照らして特別委員

会が認定した事実を検討した結果、①本取引は対象者の企業価値の向上に資するもので

あること、②本取引の条件は公正性が確保されており、本公開買付価格も妥当であるこ

と、③本取引において、公正な手続を通じて対象者株主の利益に十分な配慮がなされて

いること、④本公開買付けについて対象者取締役会が賛同意見を表明することは、少数

株主にとって不利益でないこと、及び⑤本公開買付けの成立後に予定されている、公開

買付者による対象者の完全子会社化は少数株主にとって不利益でないことが認められる

旨、委員の全員一致で決議し、対象者取締役会に対して、その旨の答申を行ったとのこ

とです。 

（d）対象者における法律事務所からの助言 

対象者によれば、対象者は、対象者の法務アドバイザーである森・濱田松本法律事務

所から、本公開買付けに対する意見表明に関する意思決定過程、意思決定方法その他留

意点について法的助言を受けているとのことです。なお、対象者は当初から森・濱田松

本法律事務所を法務アドバイザーとして選任しており、法務アドバイザーを変更した事

実はないとのことです。 

（e）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 

対象者によれば、対象者取締役会は、高野総合から取得した株式価値算定書、森・濱

田松本法律事務所から得た法的助言、特別委員会の答申等を踏まえて、本公開買付けに

関する諸条件について、慎重に協議、検討してきたとのことです。その結果、本取引の

一環として行われる本公開買付けは対象者の企業価値向上の観点から有益であるととも

に、本公開買付けの諸条件を慎重に検討した結果、本公開買付価格及び本公開買付けに

係るその他の諸条件は対象者の株主にとって妥当であり、本公開買付けは対象者の株主

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し、平成24年4月27

日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するととも

に、対象者の株主の皆様に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をした

とのことです。また、対象者は、同取締役会において、本新株予約権については、本新

株予約権に係る買付価格は、本公開買付価格から本新株予約権の行使価額を控除した価

格に本新株予約権1個の目的となる普通株式の数を乗じた価格とされていることから、本

新株予約権の新株予約権者にとって妥当であると判断し、当該新株予約権者に対して本

公開買付けへ応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。 

対象者によれば、同取締役会には、対象者取締役6名（うち社外取締役2名）全員が出

席し、出席した取締役全員の賛成により、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明する

とともに、対象者の株主の皆様及び本新株予約権の新株予約権者の皆様に対し本公開買

付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。また、同取締役会には、

対象者監査役3名（うち社外監査役2名）全員が出席し、いずれの監査役も、対象者取締

役会が本公開買付けに対し賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様及び本

新株予約権の新株予約権者の皆様に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨の決

議をすることに異議がない旨の意見を述べたとのことです。 

（f）比較的長期に渡る公開買付期間の設定 

当社は、本公開買付けにおける公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業

日であるところ、30営業日に設定しております。公開買付期間を比較的長期に設定する

ことにより、対象者の株主の皆様及び本新株予約権の新株予約権者の皆様に本公開買付

けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者の普通株式及び本

新株予約権について当社以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、もって本

公開買付価格の適正性を担保することを企図しております。また、当社及び対象者は、

対象者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対象者との間で接触することを制限するような内容の合意を

行っておりません。このように、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等

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。 

（g）マジョリティ・オブ・マイノリティに相当する買付予定数の下限の設定 

当社は本公開買付けにおいて買付予定数の下限（8,542,704株）以上の応募があること

をその成立の条件としております。これは、(a)(i)対象者が平成24年4月4日に提出した
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第40期第3四半期報告書に記載された平成24年2月20日現在の発行済株式総数

（22,318,000株）から、(ｱ)同四半期報告書に記載された平成24年2月20日現在の対象者

が保有する自己株式数（58,344株）、並びに(ｲ)本日現在における当社（間接保有分を含

みます。）が保有する対象者の普通株式数（11,112,000株）及び対象者大株主らが保有

する対象者の普通株式数（3,027,750株）を控除した株式数（8,119,906株）に、(ii)(ｱ)

対象者が平成23年8月8日に提出した第39期有価証券報告書に記載された平成23年5月20日

現在の本新株予約権の数（3,130個）に、(ｲ)平成23年5月20日から平成24年2月20日まで

の変更（対象者によれば、平成23年5月20日から平成24年2月20日までに、本新株予約権

は30個消滅しているとのことです。）を反映した新株予約権の数（3,100個）の目的とな

る対象者の普通株式の数の最大数（310,000株）を加えた株式数（8,429,906株）の過半

数に相当する株式数（4,214,954株。これは、当社（間接保有分を含みます。）及び対象

者大株主ら以外の者が保有する対象者の普通株式数（本新株予約権に係る潜在的普通株

式数を含みます。）の過半数、すなわち、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリ

ティ（majority of minority）」に相当する対象者の普通株式数にあたります。）に、

(b)当社完全子会社ら及び対象者大株主らが保有する対象者の普通株式数（4,327,750

株）を加えた株式数となります。当社は、対象者の少数株主の皆様の意思を重視して、

応募株券等の数の合計が当該下限に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を

行いません。 

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）であるみずほ証券は、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 

12,757,656 (株) 8,542,704 (株) ― (株)

(注1) 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（8,542,704株）に満たない場合は、応募株券等の全部

の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の

全部の買付け等を行います。 

(注2) 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3) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付

けにより当社が取得する対象者の株券等の最大数（12,757,656株）を記載しております。当該最大

数は、(a)対象者が平成24年4月4日に提出した第40期第3四半期報告書に記載された平成24年

2月20日現在の発行済株式総数（22,318,000株）に、(b)(i)対象者が平成23年8月8日に提出し

た第39期有価証券報告書に記載された平成23年 5月20日現在の本新株予約権の数（3,130個）に、

(ii)平成23年5月20日から平成24年2月20日までの変更（対象者によれば、平成23年5月20

日から平成24年2月20日までに、本新株予約権は30個消滅しているとのことです。）を反映した

新株予約権の数（3,100個）の目的となる対象者の普通株式の数の最大数（310,000株）を加算し

た株式数から、(c)対象者が平成24年4月4日に提出した第40期第3四半期報告書に記載された

平成24年2月20日現在の対象者が保有する自己株式数（58,344株）及び本日現在における当社が

保有する株式数（9,812,000株）を控除した株式数（12,757,656株）です。 

(注4) 買付予定数の下限は、(a)(i)対象者が平成24年4月4日に提出した第40期第3四半期報告書に記

載された平成24年2月20日現在の発行済株式総数（22,318,000株）から、(ｱ)同四半期報告書に

記載された平成24年2月20日現在の対象者が保有する自己株式数（58,344株）、並びに(ｲ)本日現

在における当社（間接保有分を含みます。）が保有する対象者の普通株式数（11,112,000株）及び

対象者大株主らが保有する対象者の普通株式数（3,027,750株）を控除した株式数（8,119,906

株）に、(ii)(ｱ)対象者が平成23年8月8日に提出した第39期有価証券報告書に記載された平成

23年5月20日現在の本新株予約権の数（3,130個）に、(ｲ)平成23年5月20日から平成24年2

月20日までの変更（対象者によれば、平成23年5月20日から平成24年2月20日までに、本新

株予約権は30個消滅しているとのことです。）を反映した新株予約権の数（3,100個）の目的とな

-17- 



(注5) 単元未満株式も本公開買付けの対象となります。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に従い公開買付期間中に自己の株式を買取る

ことがあります。この場合、対象者は法令及び対象者株式取扱規則に定める価格にて当該株式を買

取ります。 

(注6) 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普通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 

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 
9,812個

（買付け等前における株券等所有割合 

43.48 ％）

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 
3,780個

（買付け等前における株券等所有割合

16.75 ％）

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
12,757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 22,092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（12,757,656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、各特別関係者が所有する株

券等（ただし、対象者が所有する自己株式及び特別関係者のうち金融商品取引法（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2第1項各号における株券等所

有割合の計算において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。以下「府令」といいます。）第3条第2項第1号に基づ

き特別関係者から除外される者が保有する株式は除きます。）に係る議決権の数の合計を記載して

おります。なお、本公開買付けにおいては、特別関係者の所有株券等（対象者が所有する自己株式

を除きます。）も本公開買付け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、「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」は分子に加算し

ておりません。 

（注3） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成24年4月4日に提出した第40期第3四半期報告

書に記載された平成24年2月20日現在の総株主等の議決権の数です。ただし、本公開買付けにおい

ては、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、(a)対象者の

上記第3四半期報告書に記載された平成24年2月20日現在の発行済株式総数（22,318,000株）から、

同四半期報告書に記載された平成24年2月20日現在の対象者が保有する自己株式数（58,344株）を

控除した株式数（22,259,656株）に、(b)(i)対象者が平成23年8月8日に提出した第39期有価証券報

告書に記載された平成23年5月20日現在の本新株予約権の数（3,130個）に、(ii)平成23年5月20日

から平成24年2月20日までの変更（対象者によれば、平成23年5月20日から平成24年2月20日までに、

本新株予約権は30個消滅しているとのことです。）を反映した新株予約権の数（3,100個）の目的と

なる対象者の普通株式の数の最大数（310,000株）を加えた株式数（22,569,656株）に係る議決権

の数（22,569個）を「対象者の総株主等の議決権の数」として計算しています。 

（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」は、小数点以

下第三位を四捨五入しています。 

 

(7) 買付代金   1,301百万円 

（注）「買付代金」は、本公開買付けにおける買付予定数（12,757,656株）に、1株当たりの買

-18- 



付価格（102円）を乗じた金額です。 

 

(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 

みずほ証券株式会社    東京都千代田区大手町一丁目5番1号 

② 決済の開始日 

平成24年6月20日（水曜日）   

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本公開買付けに応募

する株主（以下「応募株主等」といいます。）（外国人株主の場合はその常任代理人）の住所

宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を

応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞な

く、応募受付けをした公開買付代理人から応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理

人）の指定した場所へ送金するか、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店

にてお支払いします。 

④ 株券等の返還方法 

下記（9）「その他買付け等の条件及び方法」の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」又は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、公開

買付代理人は、返還することが必要な株券等を決済の開始日（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します。株式については、

応募が行われた時の状態に戻すことにより返還し、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書類をそれぞれ応募株主等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 

応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（8,542,704株）に満たない場合は、応募株券等

の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計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等を行います。 

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ます。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号イないしチ及びヌ並びに同

条第2項第3号ないし第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回

等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌについては、同号イからリまでに掲

げる事由に準ずる事項として、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項

につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場

合をいいます。 

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、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方

法により公表を行い、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、対象者が公開買付期間中に令第13条第1項に定める

行為を行った場合は、府令第19条第1項に定める基準により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、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、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。 
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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、公開買付期間の末日の15時までに、応募受付けを

した公開買付代理人の本店又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、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。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効

力を生じます。従って、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時

までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。 

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しません。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。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る

手続終了後、速やかに上記「（8）決済の方法」の「④株券等の返還方法」に記載の方法に

より返還します。 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6及び令第13条により禁止される場合を除き、

買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変

更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

間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行

い、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、公開買付期間の末日の翌日に、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。 

⑧ その他 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるもの

ではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミ

リ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りま

せん。）を利用して行われるものでもなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるも

のでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本

公開買付けに応募することはできません。 

また、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は米国において、若しく

は米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものでは

なく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本

公開買付けへの応募はお受けできません。 

本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代

理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。 

応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所

在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間

接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送

付したりしていないこと。買付け若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間

接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、

電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りませ

ん。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又

は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示

を米国外から与えている場合を除きます。)。 
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(10) 公開買付開始公告日 

平成24年5月1日（火曜日） 

(11) 公開買付代理人 

みずほ証券株式会社    東京都千代田区大手町一丁目5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については、上記「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」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。 

 

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との合意の有無及び内容 

対象者によれば、対象者取締役会は、高野総合から取得した株式価値算定書、森・濱田松本法

律事務所から得た法的助言、特別委員会からの答申等を踏まえて、本公開買付けに関する諸条件

について、慎重に協議、検討してきたとのことです。その結果、本取引の一環として行われる本

公開買付けは対象者の企業価値向上の観点から有益であるとともに、本公開買付けの諸条件を慎

重に検討した結果、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主に

とって妥当であり、本公開買付けは対象者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し、平成 24 年 4 月 27 日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに

賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し本公開買付けに応募すること

を推奨する旨の決議をしたとのことです。また、対象者は、同取締役会において、本新株予約権

については、本新株予約権に係る買付価格は、本公開買付価格から本新株予約権の行使価額を控

除した価格に本新株予約権 1 個の目的となる普通株式の数を乗じた価格とされていることから、

本新株予約権の新株予約権者にとって妥当であると判断し、当該新株予約権者に対して本公開買

付けへ応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。 

対象者によれば、同取締役会には、対象者取締役 6 名（うち社外取締役 2 名）全員が出席し、

出席した取締役全員の賛成により、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、対象

者の株主の皆様及び本新株予約権の新株予約権者の皆様に対し本公開買付けに応募することを推

奨する旨の決議をしたとのことです。また、同取締役会には、対象者監査役 3 名（うち社外監査

役 2 名）全員が出席し、いずれの監査役も、対象者取締役会が本公開買付けに対し賛同の意見を

表明するとともに、対象者の株主の皆様及び本新株予約権の新株予約権者の皆様に対し本公開買

付けに応募することを推奨する旨の決議をすることに異議がない旨の意見を述べたとのことです。

さらに、対象者によれば、対象者取締役会は、本新株予約権に係る新株予約権者が、その保有す

る本新株予約権を本公開買付けに応募することにより当社に対して譲渡することについて包括的

に承認することを決議したとのことです。 

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 

上記「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 

上記「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。 

 

(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 

対象者は、平成24年4月27日に、ＪＡＳＤＡＱにおいて「業績予想及び配当予想の修正に関するお

知らせ」を公表しております。当該公表に基づく、対象者の業績予想の修正及び配当予想の修正の概

要は以下のとおりです。なお、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
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(ⅰ

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下さい。 

)平成24年5月期通期連結業績予想値の修正（平成23年5月21日～平成24年5月20日） 

                                  （単位：百万円） 

 
売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益

当期 

純利益 

1株あたり 

当期純利益 

前回発表予想（A） 15,440 160 180 120 5円39銭

今回修正予想（B） 14,980 △10 0 0 0円00銭

増 減 額（B-A） △460 △170 △180 △120 ―

増  減  率（％） △3.0 ― ― ―      ―

(ご参考)前期実績 

(平成23年5月期) 
16,075 342 374 259 11円65銭

 

(ⅱ) 平成24年5月期通期配当予想（平成23年5月21日～平成24年5月20日） 

年間配当金  

第 1 四半期末 第 2 四半期末 第 3 四半期末 期末 合計 

前 回 予 想 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

（平成 23 年 7 月 1 日予想） ― 0 00 ― 2 00 2 00

今 回 修 正 予 想 ― 0 00 ― 0 00 0 00

当 期 実 績 ― 0 00 ―  

前 期 実 績 

（平成23年5月期） ― 0 00 ― 2 00 2 00

 

以上 

 

【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、ビズネット株式会社の株券等の買付け等が禁止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、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することはできないもの

とします。 
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