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平成 19 年 7月 31 日 

各  位 

 

会社名 プ ロ ミ ス 株 式 会 社 

代表者 代表取締役社長  神内  博喜 

（コード番号 8 5 7 4  東 証 第 1 部 ） 

問合せ先 広 報 部 長  勝 見  泰 彦 

（TEL 03－3287－1515） 

 

 

公開買付けの内容の一部変更についてのお知らせ 

 

プロミス株式会社（以下、「当社」といいます。）と三洋信販株式会社（コード番号：8573 東証

第 1 部・福証 以下、「対象者」といいます。）は、平成 19 年 7 月 26 日に経営統合に関する契約書

（以下、「本契約書」といいます。）を締結し、当社が対象者株式の公開買付けを実施し、両社が経

営統合を行うことを合意しておりますが、経営統合に係るスキームの法的安定性をより高め、当社に

よる三洋信販の完全子会社化のより円滑な実現を図るべく、以下のとおり、公開買付けの買付者、買

付け等の期間、公開買付け後の株式全部取得の方針等を一部変更する旨、本日、当社及び対象者間で

合意いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、買付け等の価格等、下記の項目以外の主要条件に変更はなく、また、対象者取締役会の本公

開買付けに対する賛同の意見にも変更はありません。 

 変更前 変更後 

公開買付けの買付者 当社 

朝日エンタープライズ株式会社。

なお、当社は、本日付で朝日エン

タープライズの株式の全てを取得

しており、朝日エンタープライズ

は当社の 100%子会社となっており

ます。 

買付け等の期間 
平成 19 年 8月 1日から平成 19 年 9月

11 日まで 

平成 19 年 8月 13 日から平成 19 年

9月 13 日まで 

公開買付け後の株式全部取得の

方針 

当社を存続会社とし、朝日エンタープ

ライズを消滅会社とする吸収合併を実

施した後、当社を完全親会社、対象者

を完全子会社とする金銭を対価とした

株式交換を行うことにより対象者を当

社の完全子会社とすることを予定して

おります。 

朝日エンタープライズを完全親

会社、対象者を完全子会社とす

る金銭を対価とした株式交換を

行うことにより対象者を朝日エ

ンタープライズの完全子会社と

することを予定しております。
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上記の変更に伴い、当社は、平成 19年 7 月 26 日に公表いたしました「公開買付けの開始に関する

お知らせ」を以下のとおり変更いたします。 

 

 朝日エンタープライズ株式会社（以下、「朝日エンタープライズ」又は「公開買付者」といいま

す。）は、プロミス株式会社（以下、「当社」といいます。）が下記のとおりその発行済株式の全て

を譲り受けた会社であり、公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）により三洋信販株式

会社（コード番号：8573 東証第 1部・福証 以下、「対象者」といいます。）株式並びに平成 16

年 5 月 11 日開催の対象者取締役会の決議及び同年 6月 25 日開催の対象者定時株主総会の承認に基づ

き発行された三洋信販株式会社第一回新株予約権（以下、「三洋信販新株予約権」といいます。）を

取得することを企図としております。 

当社及び公開買付者は、平成19年7月31日開催のそれぞれの取締役会において、公開買付者が、対

象者株式及び三洋信販新株予約権を、本公開買付けにより取得することといたしましたので、下記の

とおりお知らせいたします。なお、本公開買付けにより公開買付者が対象者の全ての株式を取得でき

なかった場合は、現金を対価とする株式交換等の適切な方法で本公開買付けの後に対象者を完全子会

社化することを予定しております。 

 公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定の株券等の数に上限を設定していないため、本公開

買付けの結果、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の株券上場廃止基準に該

当した場合、対象者の株券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、当該基準に

該当しない場合でも、公開買付者は本公開買付け終了後に、下記記載の手法により、対象者を完全子

会社化することを予定しておりますので、その場合には対象者の株券は上場廃止になります。 

 

記 
 
1. 買付け等の目的 
（1）本公開買付けを実施する背景及び実施する理由 

当社及び当社グループは、昭和 37 年 3月の設立以来、個人のお客様に対し無担保・無保証の小口

資金を提供することを主要な事業としてきました。また、平成 11 年からは、「パーソナル・メイン

バンクへの進化」を企業ビジョン（プロミスビジョン）として掲げ、ネットワークの整備や安全性の

高い商品の開発、ご相談窓口の充実等、お客様に選ばれ、支持されるための基盤整備や営業施策を積

極的に展開してまいりました。 

また、当社は、平成 16 年に株式会社三井住友フィナンシャルグループとの戦略的な資本・業務提

携を行い、それに基づき平成 17 年 4 月より、株式会社三井住友銀行（以下、「SMBC」といいま

す。）、当社子会社のアットローン株式会社（以下、「アットローン」といいます。）との 3社共同

による個人向け無担保ローン事業（以下、「カスケード事業」といいます。）を開始しました。カス

ケード事業では、SMBC、アットローンの販売するローン商品の保証を当社が行い、当社が総合的に与

信をコントロールしています。カスケード事業は事業開始から 3年目を迎え、順調に事業を拡大して

います。 

一方、対象者及び対象者グループは、昭和 34 年 10 月に創業し、九州・中国地方等の西南日本を中

心に消費者金融事業を展開し、平成 11 年からは東日本への本格進出を開始しました。また、平成 13

年 4 月には、マイカルカード株式会社（現ポケットカード株式会社）を子会社化する等、クレジット

カード事業、保証事業、サービサー事業等、金融周辺事業における多角化を推進し、対象者の連結業

績に貢献するまでに成長しています。 

当社と対象者の中核事業である消費者金融業界におきましては、貸金業制度の抜本的な見直しに向

け、平成 18 年 12 月には出資法及び利息制限法の一部改正並びに「貸金業法」が成立いたしました。

全面施行までにおよそ 3年間の移行期間が設けられているものの、出資法規制金利が利息制限法規制

金利と同一になるほか、貸金業法において、貸金業者は利息制限法によって貸付上限金利の規制を受

けることとなります。さらに、総量規制や参入規制等の各種規制の強化も盛り込まれており、今回の

法改正が消費者金融業界に与える影響は非常に大きく、マーケットの大幅な信用収縮や業界の再編・

淘汰が懸念されております。また、近年では利息返還請求の急増により、利息返還費用や貸倒関連費

用が増加したことにともない、日本公認会計士協会が取りまとめた「消費者金融会社等の利息返還請

求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」を踏まえ、当社及び対象者も利息返還損

失引当金及び貸倒引当金の大幅な積み増しを行いました。利息返還請求の動向については予断を許さ



 

  3

ず、今後の経営環境は、当社及び対象者を含む消費者金融業各社にとって非常に厳しいものであると

認識しております。 

当社におきましては、上記の貸金業関連法の改正等による事業環境の急激な変化を踏まえ、経営改

革の一環として、①個人向け無担保ローン事業におけるコスト構造の改革による収益力の確保、②新

たなビジネスモデルの開発による成長基盤の確保のための取組みに着手いたしました。①個人向け無

担保ローン事業におけるコスト構造の改革としては、改正貸金業関連法の完全施行下におけるコスト

構造への転換を図るべく、集中センターの統合、チャネルの統廃合（有人店舗の統廃合及び無人店舗

化、無人店舗、ローン申込機コーナーの削減、消費者金融子会社の再編、人員の適正化）といったコ

スト削減のための施策を平成 20 年 3 月期中に実施することを計画しております。また、②新たなビ

ジネスモデルの開発による成長基盤の確保のための取組みとしては、個人向け無担保ローン事業で培

ったノウハウを活かし、消費者の資金決済ニーズに直接アプローチすることを企図しております。既

に事業を開始している賃貸不動産関連サービスや、インターネットショッピングモールの運営、及び、

自動車関連サービスへの参入もその一環ですが、さらなる新事業戦略として、幅広い顧客層の資金決

済ニーズに対して多種多様な金融サービスを提供していくために、総合ファイナンス会社「株式会社

Ｄｏフィナンシャルサービス」を設立いたしました。 

一方、対象者におきましては、平成 19 年 5 月 10 日にコスト構造改革のための取組みを発表し、改

正貸金業関連法の全面施行後も、事業の収益性を確保するための施策に着手しております。対象者で

は、各店舗の採算性や商圏エリア等を考慮した上で、有人店舗の無人化、あるいは統廃合を実施し、

店舗関連費用の削減を進めるとともに、非対面によるお客様へのサービス拡充と業務効率化、社員の

業務スキルの標準化を目的として、平成 19 年 2 月にカスタマーセンターを設立いたしました。これ

まで有人店舗で行っておりました電話受付、与信、販売促進活動等の顧客管理業務につきましては、

段階的にカスタマーセンターへ移管しており、当期中には全ての有人店舗での顧客管理業務の移管が

完了する予定です。また、対象者が設置しているＡＴＭにつきましても、ＡＴＭごとの稼働状況や近

隣でのＡＴＭ提携先金融機関の存在等を勘案して整理してまいります。さらに、業務の内容に見合っ

た適正な人員配置、広告宣伝費の抑制といった諸策にも着手しています。 

上記の取組みにも関わらず、改正貸金業法の全面施行後も十分な収益を確保し、競合他社に優る強

固な事業・財務基盤を早期に構築するためには、当社及び対象者による単独でのコスト構造改革には

限界があります。当社と対象者は、事業基盤を統合することによって相乗効果を実現することにより、

さらに一歩踏み込んだコスト削減策の実行と新しいビジネスモデルへの転換を早期に実施することが

得策であるとの両社共通の認識を持ち、本公開買付けの実施に関して協議を進めることといたしまし

た。両社による検討の結果、公開買付者が本公開買付けを実施し、当社と対象者の経営を統合するこ

とが最善の経営戦略であると判断いたしました。 

（2）本公開買付けの概要 

当社は、本公開買付けに先立ち、平成 19 年 7 月 31 日に、対象者の筆頭株主であり対象者株式を平

成 19 年 7月 31 日現在 9,564,670 株（発行済株式総数に対する所有株式の割合約 25.2％）保有する

朝日エンタープライズ（公開買付者）の株主である椎木昭夫氏、椎木健臣氏及び椎木正治氏（以下、

朝日エンタープライズの株主３名を総称し、「朝日エンタープライズ株主ら」といいます。）から朝

日エンタープライズの発行済株式の全てである 126,000 株を取得いたしました。当社による朝日エン

タープライズの発行済株式の全ての取得価格は、朝日エンタープライズ保有の対象者株式を 1株

1,131 円（小数点以下を四捨五入）と評価した上で、朝日エンタープライズの対象者株式以外の保有

財産につき適正な評価を行い算定されております。 

朝日エンタープライズは、対象者の自己株式を除く発行済の普通株式の全て（公開買付期間末日ま

でに新株予約権が行使される可能性があり、当該行使により発行等される対象者普通株式も本公開買

付けの対象としております。）及び発行済の新株予約権の全てを取得する目的で、本公開買付けを実

施いたします。 
 
朝日エンタープライズは、当社による朝日エンタープライズの株式の譲受け後、対象者の大株主で

ある椎木正和氏との間で、平成 19 年 7月 31 日に公開買付けに関する契約を締結しております。当該

契約において、椎木正和氏は、その保有する対象者株式の全て（7,399,745 株、発行済株式総数に対

する所有株式の割合約 19.4％）について、原則として、本公開買付けに応募すること、並びに椎木
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マキヱ氏及び椎木正治氏をして、それぞれが保有する対象者株式の全て（少なくとも 150,216 株及び

3,500 株）について、原則として、本公開買付けに応募させることに同意しております。 

 

なお、当社による朝日エンタープライズの株式の譲受けは、本公開買付けが成立しなかった場合に

は解除されます。 
 
本公開買付けは、対象者の株主の皆様に対して、近時の市場株価よりも有利な価格にてその保有す

る株式の売却機会を提供するものであります。当社は、本公開買付けの買付価格の決定に際して、平

成18年11月下旬に、ゴールドマン・サックス証券株式会社（以下、「ゴールドマン・サックス」とい

います。）を財務アドバイザーに任命しました。ゴールドマン・サックスは、当社からの依頼に基づ

き、類似会社比較法、配当割引モデル（Dividend Discount Model）分析法（以下、「DDM法」といい

ます。）の各手法を用いて対象者の株式価値評価の分析を行い、平成19年7月26日に当社に対して分

析結果を伝えました。当社の財務アドバイザーであるゴールドマン・サックスが実施した対象者の株

式価値評価の分析結果を参考にしつつ、対象者との間で生み出されるシナジー効果、対象者に関する

事業面、法務面、会計・税務面に関するデュー・ディリジェンスの結果、本公開買付けの見通し等を

総合的に勘案し、かつ、対象者と協議・交渉した結果等も踏まえ、本公開買付けの買付価格を3,623

円と決定いたしました。なお、本公開買付けの買付価格は、当社と対象者の経営統合に関する観測報

道があった平成19年7月19日の前日である平成19年7月18日の株式会社東京証券取引所における終値

3,210円に対して約12.9％（小数点以下第2位を四捨五入）のプレミアムを、平成19年7月18日までの

過去3ヶ月間の株式会社東京証券取引所における終値の単純平均値3,259円（小数点以下を四捨五入）

に対して約11.2％（小数点以下第2位を四捨五入）のプレミアムを加えた額に相当しています。 
 
対象者は、平成 19 年 7月 26 日開催の取締役会において、当社による対象者株式及び三洋信販新株

予約権に対する公開買付け（以下、「当社による公開買付け」といいます。）の買付価格の妥当性や

当社による公開買付けに関する諸条件について当社及び対象者の財務状況、事業上のシナジー等の観

点から慎重に検討した結果、当社による公開買付けが対象者の企業価値向上に寄与するものであると

ともに、対象者の株主に対して合理的な価格による対象者株式の売却機会を提供するものであると判

断し、当社による公開買付けに賛同することを決議しております。 
今般の公開買付けの一部変更を受けて、平成 19 年 7月 31 日開催の取締役会において、本公開買付

けについて、対象者の企業価値向上への寄与及び対象者の株主に対する合理的な価格による対象者株

式の売却機会の提供等の観点から、買付者の変更、買付期間の変更を考慮した上で、当社による公開

買付けの内容と実質的に相違がないことを確認の上、平成 19 年 7日 26 日の賛同決議を維持し、本公

開買付けに賛同することを決議しております。 

対象者の取締役会は、賛同表明の決議にあたりましては、平成 19 年 7 月 26 日付で、フィナンシャ

ル・アドバイザーとして起用した野村證券株式会社から、普通株式 1株あたり 3,623 円という当社に

よる公開買付けの買付価格が妥当である旨のフェアネス・オピニオン、及び、公開買付価格に関する

分析資料を受領しました。なお、同分析資料においては、対象者の普通株式の価値について市場株価

平均法、類似会社比較法及び DDM 法等の各手法を用いて分析を行ったと報告されています。また、対

象者の取締役会は、リーガルアドバイザーである長島・大野・常松法律事務所から法的助言を徴求し、

これらの内容を参考にして、平成 19年 7 月 26 日開催の取締役会において、当社による公開買付けの

内容、実現可能性その他の関連する事情を総合的に判断し、当社による公開買付けに賛同することを

決議に参加した取締役の全員一致で決議いたしました。 

また、今般の公開買付けの一部変更を受けて、平成 19 年 7 月 31 日開催の取締役会において、本公

開買付けについて、対象者の企業価値向上への寄与及び対象者の株主に対する合理的な価格による対

象者株式の売却機会の提供等の観点から、買付者の変更、買付期間の変更を考慮した上で、当社によ

る公開買付けの内容と実質的に相違がないことを確認の上、本公開買付けへの賛同を維持し、本公開

買付けに賛同することを決議に参加した取締役の全員一致で決議いたしました。 

なお、対象者の取締役のうち、代表取締役会長の椎木正和氏は対象者の大株主であり、また、取締

役の椎木正治氏は対象者の株主であるとともに、対象者の大株主である朝日エンタープライズの前株

主であり、椎木正和氏と椎木正治氏は、本公開買付けに関し実質的な利害関係を有することから、賛

同表明にかかる決議には参加しておりません。 
 
（3）本公開買付け後の経営及び事業再編等の方針 
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当社は公開買付者による本公開買付け及び当社と対象者の経営統合を通じて下記の相乗効果を実現

すべく抜本的経営改革を遂行し、新しい経営環境下において持続可能な成長を実現するための経営体

制を確立していく所存です。 

① 信用保証業務における事業基盤の拡張 
対象者は、西日本及び南日本を中心に、現在168の金融機関と信用保証業務に関する業務提携を行

っており、信用保証業務において確固たるノウハウ、ブランド、提携先との良好な関係を構築して

おります。当社は、対象者のもつこれらの強みを信用保証業務に活用することで、当社保証事業の

基盤強化による収益基盤の安定化を図ることができるものと考えております。 

② 重複有人店舗及び無人店舗の削減によるコスト削減 
当社及び対象者は、全国に有人店舗、無人店舗を展開していますが、同一エリア内で重複するチャ

ネルについては統廃合を進めていきます。チャネルの再編成については、既に両社独自で顧客の利

便性に配慮しながら進めていますが、両社共同で取り組んでいくことにより、より一層の効率化を

見込んでおります。 

③ 業務オペレーションの統合・集約化及び本社管理機能の統合による費用削減 
当社及び対象者は、その中核事業である消費者金融事業等において類似の顧客管理・業務オペレー

ションを有しており、類似業務の統合・集約化により必要人員数の最適化を図ることができるもの

と考えます。 

④ システム開発及び運用にかかる費用の削減 
③と同様に、類似事業を営む当社及び対象者においては、システムの共通化も実現可能であると認

識しております。具体的には、現在当社が自社で開発・運営しているシステムを対象者の顧客管理

等においても活用できるようにすることで、現在対象者にて発生している業務委託費用等システム

関連費用を削減することが可能と考えております。 

また、当社及び対象者の円滑かつ迅速な融合を図るべく、当社の指名する取締役及び監査役が対象

者の取締役会及び監査役会それぞれの過半数を占めることとなるよう、対象者の取締役及び監査役を

選任する議案を本公開買付け終了後に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。）に付議する予定です。 

（4）本公開買付け後の株式全部取得の方針 

本公開買付けが成立した場合、公開買付者は、自己株式を除く対象者の発行済普通株式の約

50.1％を超える株式を取得することになりますが、本公開買付けで対象者が保有する自己株式を除い

た対象者普通株式の全てを取得できなかった場合は、公開買付者は、公開買付者を完全親会社、対象

者を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）の方法により、対象者の普通

株式の株主に対して株式売却の機会を提供しつつ、対象者の普通株式の全てを取得することを予定し

ています。なお、公開買付者は、関連法令についての当局の解釈等の状況並びに本公開買付け後の公

開買付者の株式所有割合及び公開買付者以外の対象者株主の対象者株式の保有状況等によって、対象

者の普通株式の全てを取得するための他の方法を選択する可能性があります。 

本株式交換を実施する場合には、完全子会社となる対象者の株主に対して金銭を交付する予定です。

本株式交換により対象者株式1株につき交付される金銭の額は、本公開買付けの買付価格を基準に算

定する予定ですが、本公開買付けの買付価格と異なる可能性があります。また、完全子会社となる対

象者の株主は、法令の手続に従い、対象者に対して株式買取請求を行うことができます。この場合の

1株当たりの買取価格は、本公開買付けの買付価格及び本株式交換に際して対象者株式1株につき交付

される金銭の額と異なる可能性があります。本公開買付け、本株式交換による金銭の交付及び本株式

交換にかかる株式買取請求による買取りの場合の税務上の取扱いについては、各自の税務アドバイザ

ーにご確認いただきますようお願いいたします。 

(5)上場廃止となる見込みがある旨及び上場廃止を目的とする理由 
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当社は、当社と対象者の保有する経営資源を相互補完的に活用することにより、強固な事業基盤を

確立するとともに、相乗効果の創出と、将来に向けた新たな成長の加速を図るためには、対象者を公

開買付者の完全子会社とすることにより、当社と対象者の経営の完全統合を行う必要があると考えて

おります。 

公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定の株券等の数に上限を設定していないため、本公開

買付けの結果、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の株券上場廃止基準に該

当した場合、対象者の株券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、当該基準に

該当しない場合でも、公開買付者は本公開買付け終了後に、上記記載の手法により、対象者を完全子

会社化することを予定しておりますので、その場合には対象者の株券は上場廃止になります。 

 

2. 買付等の概要 
(1) 対象者の概要 

① 商 号 三洋信販株式会社 

② 事業内容 消費者金融、個人向け無担保ローン保証、クレジットカード、債権回

収、その他 

③ 設立年月日 昭和 21 年 11 月 22 日 

④ 本店所在地 福岡県福岡市博多区上呉服町 1番 8号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松本 睦彦 

⑥ 資本金 16,268 百万円（平成 19 年 3 月 31 日現在） 

⑦ 大株主及び持株比率 （平成 19 年 3 月 31 日現在） 

  朝日エンタープライズ株式会社 25.20%

椎木 正和 19.50%

ノーザン トラスト カンパニー（エイブイエフシー） 

サブ アカウント アメリカンクライアント 

（常任代理人）香港上海銀行東京支店 

6.60%

メロン バンク トリーティー クライアンツ オムニバス 

（常任代理人）香港上海銀行東京支店 

4.45%

株式会社福岡銀行 2.78% 

資本関係： 公開買付者は対象者株式を

9,564,670 株保有しています 

人的関係： 該当事項はありません。 

取引関係： 前事業年度において公開買付者と

対象者の間で不動産の賃貸借取引

がありましたが、本日現在におい

て当該取引はございません。 

⑧ 買付者と対象者の関係等 

関連当事者への該当状況： 公開買付者は対象者のその他の関

係会社に該当します。 

 

(注1) 大株主の持株比率は、小数第3位以下を四捨五入して記載しております。 

(注2) ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーから、平成19年4月10

日付で提出された変更報告書により平成19年3月30日現在でそれぞれ以下のとおり

株式を保有している旨の報告を受けておりますが、対象者として期末時点における

実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

氏名又は名称 住所又は所在地 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する所有
株式数の割合（％） 

ブランデス・インベストメン

ト・パートナーズ・エル・ピ

ー 

11988 E1 Camino Real,

Suite 500, Sand Diego, CA

92191-9048, U.S.A. 

3,716 9.79

計 ― 3,716 9.79

(注3) 上記（注1及び注2を含みます。）は、対象者の第44期有価証券報告書（提出日：

平成19年6月29日）に基づいて作成しております。  
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(2) 買付け等の期間 
① 届出当初の買付け等の期間 
平成 19 年 8月 13 日（月曜日）から平成 19 年 9月 13 日（木曜日）まで（24 営業日） 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

証券取引法（以下、「法」といいます。）第 27 条の 10 第 3 項の規定により、対象者から公開買付

期間の延長を請求する旨の記載された意見表明報告書が提出された場合は、買付け等の期間は 30 営

業日、公開買付期間は平成 19 年 9月 25 日（火曜日）までとなります。 

 

(3) 買付け等の価格  
普通株式：  普通株式1株につき 金3,623円  

新株予約権： 三洋信販新株予約権1個につき 金1円  
 
(4) 買付け等の価格の算定根拠等 
① 算定の基礎 

i) 普通株式  

本公開買付けの買付価格である1株あたり3,623円は、朝日エンタープライズ株主らとの間で合意され

た朝日エンタープライズの譲渡価格、対象者及びその関係会社に対して行ったデュー・ディリジェン

ス、財務アドバイザーであるゴールドマン・サックスが行った対象者株式の価値評価分析等を総合的

に勘案し、決定されたものです。ゴールドマン・サックスは、平成19年7月初旬に、対象者の経営陣

が当社に提示した情報に基づき当社が評価した本公開買付けに関して企図されている取引（以下、

「本件取引」といいます。）により予測される一定のシナジーを含む対象者及びその子会社・関連会

社に関する財務予測並びに本件取引の戦略的合理性や潜在的な利益の評価、対象者の過去・現在に及

ぶ事業活動、財務状況、将来の見込みに関する当社及び対象者の経営陣との検討を基に、類似会社比

較法及びDDM法による分析を含む、各種分析を行いました。平成19年7月26日に当社経営陣に対して提

示されたこれらの分析において、対象者の一株あたり株式価値は類似会社比較法で2,396円～3,194円、

DDM法で2,496円～3,706円のレンジが対象者の株式価値の分析結果として示されました。加えて、ゴ

ールドマン・サックスは、最近の日本における公開買付けの事例において市場株価に付されたプレミ

アムの実績を分析しました。 

朝日エンタープライズは、平成 19 年 7 月 31 日時点で対象者株式を 9,564,670 株（対象者の発行済

株式総数に対する所有株式等の割合約 25.2％）を保有しており、当社は、朝日エンタープライズ株

主らから、平成 19 年 7 月 31 日に、朝日エンタープライズの発行済株式の全てである 126,000 株を取

得いたしました。なお、当社による朝日エンタープライズ株式の取得価格は、朝日エンタープライズ

が保有する対象者株式については 1 株 1,131 円（小数点以下を四捨五入）と評価した上で、朝日エン

タープライズの財務状況を勘案し、朝日エンタープライズ株主らとの交渉によって決定されました。 

当社は、朝日エンタープライズ株式の取得価格の決定において考慮された上記の朝日エンタープラ

イズが保有する対象者株式の評価額の総額と当社による公開買付けによって朝日エンタープライズが

保有する対象者の株式及び自己株式を除く対象者の全株式を取得すると想定した場合の取得総額の合

計を、対象者の発行済株式総数で除して求めた 1 株あたりの平均価格が、上記のゴールドマン・サッ

クスによる DDM 法及び類似会社比較法を用いた各分析に基づく対象者株式の価値評価額の範囲内であ

ることを確認した上で、上記の各要素、対象者に見込まれるシナジー効果、対象者による当社による

公開買付けへの賛同の可否、及び当社による公開買付けの成否の見通し等を勘案し、平成 19 年 7 月

26 日開催の取締役会において、当社による公開買付けにおける買付価格を 1 株当たり 3,623 円とす

ることに決定しておりました。 

当社は、今般の公開買付けの一部変更を受けて、朝日エンタープライズ株式の取得価格の決定にお

いて考慮された上記の朝日エンタープライズが保有する対象者株式の評価額の総額と朝日エンタープ

ライズが本公開買付けによって朝日エンタープライズが保有する対象者の株式及び自己株式を除く対

象者の全株式を取得すると想定した場合の取得総額の合計を、対象者の発行済株式総数で除して求め

た 1 株あたりの平均価格が、上記のゴールドマン・サックスによる DDM 法及び類似会社比較法を用い

た各分析に基づく対象者株式の価値評価額の範囲内であることを再確認した上で、上記の各要素、対

象者に見込まれるシナジー効果、対象者による本公開買付けへの賛同の可否、及び本公開買付けの成

否の見通し等を勘案し、平成 19 年 7 月 31 日開催の取締役会において、本公開買付けにおける買付価

格を 1株当たり 3,623 円とすることを再度決定いたしました。 

なお、当該買付価格は、対象者の普通株式の株式会社東京証券取引所市場第一部における平成19年
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7月18日の株価終値に約12.9％のプレミアムを加えた金額となります。 

 

ii) 新株予約権  

平成 19 年 5月 31 日現在、対象者第一回新株予約権について、1株当たりの行使価格は 6,722 円で

あり、本公開買付けの普通株式 1株当たりの買付価格 3,623 円を大きく上回っています。また、対象

者第一回新株予約権は、ストック・オプションとして発行されたものであり、新株予約権の行使の条

件として新株予約権者が対象者の取締役、監査役、執行役員又は社員であることを要するため、公開

買付者が当該新株予約権を取得したとしてもこれを行使することができないことに鑑み、買付価格を

決定いたしました。 

 

② 算定の経緯 

i) 普通株式 

当社と対象者は、平成18年12月上旬より、両社の経営統合（以下、「本件統合」といいます。）に

向けた協議を開始いたしました。当社は、ゴールドマン・サックスを財務アドバイザーに任命し、両

社の本件統合によるシナジーや最適な取引ストラクチャーについて検討を開始いたしました。その後、

平成19年2月初旬より、両社間で本件統合の実現に向けた具体的な協議とデュー・ディリジェンスを

開始いたしました。 

そして、検討を重ねた結果、本件統合を早期に完遂し、改正貸金業法の全面的な施行に備えてシナ

ジー効果を実現するためには、ストラクチャーについては、現金を対価とした対象者株式の公開買付

けを行い、対象者を完全子会社化することが望ましいとの結論に至りました。一方、デュー・ディリ

ジェンスを実施している間にも利息返還請求は増加し続け、利息返還損失や貸倒損失に備えるための

多額の引当処理を余儀なくされ、平成19年3月期の両社の財務の状況に重要な影響を及ぼす結果とな

りました。 

平成 19 年 4 月以降も利息返還請求の傾向は収まることがないことからも、当社においては、本件

統合に関する協議をさらに進める上で、平成 19 年 6 月 30 日に終了する平成 20 年 3 月期第 1 四半期

決算において、利息返還請求に関する会計処理が両社の財務の状況に及ぼす影響を勘案し、対象者株

式の価値評価分析を行うことが望ましいと判断しました。 

 

当社は、上記の分析結果を踏まえ、本件統合を公開買付けによって行う場合に、対象者による当社

による公開買付けへの賛同の可否、当社による公開買付けの成否の見通し等を勘案し、朝日エンター

プライズが保有する対象者株式については、当社による公開買付けの買付価格よりも低く評価する前

提で朝日エンタープライズ株式の譲渡の申し出を朝日エンタープライズ株主らに対して行い、朝日エ

ンタープライズ株主らは当社の申し出に応じました。 

当社は、デュー・ディリジェンスの結果、当社による公開買付けの見込み、朝日エンタープライズ

株式の取得価格の決定において考慮された上記の朝日エンタープライズが保有する対象者株式の評価

額の総額と朝日エンタープライズが当社による公開買付けによって朝日エンタープライズが保有する

対象者の株式及び自己株式を除く対象者の全株式を取得すると想定した場合の取得総額の合計を、対

象者の発行済株式総数で除して求めた1株あたりの平均価格が、上記のゴールドマン・サックスによ

るDDM法及び類似会社比較法を用いた分析に基づく対象者株式の価値評価額の範囲内であることを確

かめ、上記の各要素及び対象者に見込まれるシナジー効果、対象者による当社による公開買付けへの

賛同の可否、当社による公開買付けの成否の見通し等を勘案し、平成19年7月26日開催の取締役会に

おいて、当社による公開買付けにおける買付価格を1株当たり3,623円とすることに決定いたしました。 

当社は、今般の公開買付けの一部変更を受けて、デュー・ディリジェンスの結果、本公開買付けの

見込み、朝日エンタープライズ株式の取得価格の決定において考慮された上記の朝日エンタープライ

ズが保有する対象者株式の評価額の総額と朝日エンタープライズが本公開買付けによって朝日エンタ

ープライズが保有する対象者の株式及び自己株式を除く対象者の全株式を取得すると想定した場合の

取得総額の合計を、対象者の発行済株式総数で除して求めた1株あたりの平均価格が、上記のゴール

ドマン・サックスによるDDM法及び類似会社比較法を用いた分析に基づく対象者株式の価値評価額の

範囲内であることを再度確かめ、上記の各要素及び対象者に見込まれるシナジー効果、対象者による

本公開買付けへの賛同の可否、本公開買付けの成否の見通し等を勘案し、平成19年7月31日開催の取

締役会において、本公開買付けにおける買付価格を1株当たり3,623円とすることに再度決定いたしま

した。 
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ii) 新株予約権  

平成 19 年 5 月 31 日現在、対象者第一回新株予約権について、1 株当たりの行使価格は 6,722 円で

あり、本公開買付けの普通株式 1 株当たりの買付価格 3,623 円を大きく上回っています。また、対象

者第一回新株予約権は、ストック・オプションとして発行されたものであり、新株予約権の行使の条

件として新株予約権者が対象者の取締役、監査役、執行役員又は社員であることを要するため、公開

買付者が当該新株予約権を取得したとしてもこれを行使することができないことに鑑み、買付価格を

決定いたしました。 

③ 算定機関との関係 

ゴールドマン・サックスは、当社の関連当事者には該当いたしません。 

 

(5) 買付予定の株券等の数 
株券等種類 ① 株式に換算した買付予定数 ② 株式に換算した超過予定数 

株券 9,592,330 株 ― 株

新株予約権証券 ― 株 ― 株

 

（注 1）本公開買付けに応じて売付け等をした株券等（以下、「応募株券等」といいます。）の総数

が「株式に換算した買付予定数」（以下、「買付予定数」といいます。）（9,592,330 株）

に満たないときは、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定

数（9,592,330 株）以上のときは、応募株券等の全部の買付けを行います。 
（注 2）対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。 
（注 3）買付予定数は、対象者の第 44 期有価証券報告書（提出日：平成 19 年 6 月 29 日）に記載さ

れた平成 19 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数（37,949,144 株）から同日現在の対象者が保

有する自己株式数（15,130 株）を控除した株式数（37,934,014 株）に、平成 19 年 4 月 1 日

以降公開買付期間末日までに、新株予約権（3,035 個）の行使により発行等した又は発行等

される可能性のある対象者株式の最大数（303,500 株）を加えた株式数（38,237,514 株）に

0.501 を乗じた株式数（約 19,156,995 株（小数点以下を四捨五入））から、公開買付者が同

日現在保有する株式数（9,564,670 株）を控除した株式数（9,592,325 株）の単元未満に係る

数を切り上げた株式数（9,592,330 株）です。 

（注 4）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。但し、応募に際しては、株

券を提出する必要があります（単元未満株式が公開買付代理人又は復代理人（下記「（11）

公開買付代理人」においてそれぞれ記載されるものをいいます。）を通じて株式会社証券保

管振替機構により保管されている場合は、株券を提出する必要はありません。）。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い取ることがあります。この場合、対象者は、市

場価格で当該買取りを行います。 

（注 5）公開買付期間末日までに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

等される対象者株式についても本公開買付けの対象とします。 
（注 6）対象者の第 44 期有価証券報告書（提出日：平成 19 年 6 月 29 日）に記載された数値を基準

とすると、本公開買付けにより公開買付者が取得する株券等の数の最大の数は、平成 19 年 3

月 31 日現在の発行済株式総数（37,949,144 株）から、本公開買付けにおいて取得する予定

のない平成 19 年 3 月 31 日現在の対象者の自己株式数（15,130 株）及び公開買付者が本日現

在保有する株式数（9,564,670 株）を控除し、平成 19 年 4 月 1 日以降公開買付期間末日まで

に、新株予約権（3,035 個）の行使により発行等した又は発行等される可能性のある対象者

株式の最大数（303,500 株）を加えた株式数（28,672,844 株）（以下、「最大買付株式数」

といいます。）です。 

 

(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 

956,467

個 
（買付け等前における株券等所有割合 

25.01％） 
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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 
未定 

（買付け等前における株券等所有割合 未

定） 

買付予定の株券等に係る議決権の数 
959,233 （買付け等後における株券等所有割合 未

定） 
対象者の総株主の議決権の数 3,792,789  

（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（9,592,330

株）に係る議決権の数を記載しております。 
（注 2） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者の第 44 期有価証券報告書（平成 19 年 6 月 29

日提出）に記載された平成 19 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権の数（1 単元の株式数を

10 株として記載されたもの）です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式及び新株

予約権が行使されることにより発行等した又は発行等される可能性のある対象者株式につ

いても対象としていますので、「買付け等前における株券等所有割合」の計算においては、

分母を、対象者の第 44 期有価証券報告書（提出日：平成 19 年 6 月 29 日）に記載された平

成 19 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数（37,949,144 株）から同日現在の対象者の自己株

式数（15,130 株）を控除した 37,934,014 株に係る議決権の数（3,793,401 個）に新株予約

権の行使により発行等した又は発行等される可能性のある対象者株式に係る議決権の数

（30,350 個）を加えて、3,823,751 個として計算しています。 

（注 3） 「買付け等前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。 

（注 4） 公開買付者は、応募株券等の総数が買付予定数以上の場合には、応募株券等の全部の買付

けを行いますので、買付け等後における株券等所有割合は最大で 100.00％となる可能性が

あります。 

(7) 買付代金 34,753 百万円 
（注） 「買付代金」は、買付予定数（9,592,330 株）に 1 株当たりの買付価格を乗じた金額です。

なお、最大買付株式数（28,672,844 株）を買い付けた場合の買付代金は 103,882 百万円にな

ります。 

(8) 決済の方法 
① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 

大和証券エスエムビーシー株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 8番 1号 

大和証券株式会社    東京都千代田区大手町二丁目 6番 4号 

② 決済の開始日 

平成 19 年 9月 25 日（火曜日） 

（注）法第 27 条の 10 第 3 項の規定により公開買付期間が延長された場合には平成 19 年 10 月 3 日

（水曜日） 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地（外国人株主等の場

合はその常任代理人の住所）宛に郵送します。 
買付けは、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等の指示により、

決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等の指定した場所へ送金する

か、公開買付代理人又は復代理人の応募受付をした各本店又は全国各支店にてお支払いします。 

 

(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 

応募株券等の総数が買付予定数（9,592,330 株）に満たないときは、応募株券等の全部の買付

けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数（9,592,330 株）以上の場合は、応募株券等の

全部の買付けを行います。 

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 

証券取引法施行令（以下、「令」といいます。）第 14 条第 1 項第 1 号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、

第 2 号、第 3 号イ乃至チ及び第 5 号並びに同条第 2 項第 3 号乃至第 6 号に定める事項のいずれか

が生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 

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いたします。但し、

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、発行者以外の者による株券等の公開
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買付けの開示に関する内閣府令（以下、「府令」といいます。）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 

対象者が公開買付期間中に、株式の分割その他の令第 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項に定める基準に従い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。但し、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。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。 

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、いつでも本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 16 時までに応募受付をした公開

買付代理人（復代理人にて応募受付をした場合には復代理人）の各本店又は全国各支店に解除書

面（公開買付応募申込受付票及び公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面）を交付又は送付

して下さい。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の 16 時までに到達することを

条件とします。 

なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を応募株主等に請

求することはありません。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、応募株券等は手続終了後速やかに返還します。 

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、法第 27 条の 6 第 1 項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、電子公告を行いその旨を日本経済新聞に掲載します。

但し、公開買付期間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。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いたします。但し、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ことにより訂正します。 

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。 

 

（10）公開買付開始公告日 平成 19 年 8月 13 日（月曜日） 

（11）公開買付代理人 

大和証券エスエムビーシー株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 8番 1号 

大和証券株式会社（復代理人）     東京都千代田区大手町二丁目 6番 4号 

 

3. 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対象者は、平成 19 年 7 月 31 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同することを決議に

参加した取締役の全員一致で決議しております。 
 
②公開買付者は、対象者の大株主である椎木正和氏との間で大要以下の事項を合意しております。 

(i)本公開買付けへの応募 
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椎木正和氏は、その保有する対象者株式の全て（7,399,745 株、発行済株式総数に対する所有株

式の割合約 19.4％）について、原則として、本公開買付けに応募すること、並びに椎木マキヱ氏

及び椎木正治氏をして、それぞれが保有する対象者株式の全て（少なくとも 150,216 株及び 3,500

株）について、原則として、本公開買付けに応募させること 

(ii)株主権の行使 

椎木正和氏は、対象者株式の株主権の行使に関しては、公開買付者の同意に基づき、これを行

使させること 
 
③当社は、朝日エンタープライズ株主らから、平成 19 年 7 月 31 日に、朝日エンタープライズの発

行済株式の全てである 126,000 株を取得いたしました。朝日エンタープライズの発行済株式の全ての

取得価格は、朝日エンタープライズ保有の対象者株式を 1 株 1,131 円（小数点以下を四捨五入）と評

価した上で、朝日エンタープライズの対象者株式以外の保有財産につき適正な評価を行い算定されて

おります。 

なお、当社による朝日エンタープライズの株式の譲受けは、本公開買付けが成立しなかった場合に

は解除されます。 

 

④当社は、対象者との間で大要以下の事項を合意しております。 

(i)新株予約権の処理 

対象者は、本公開買付け後、当社の指示に従い、対象者の新株予約権を処理すること 

(ii)対象者の役員の変更等 

(a)対象者は、本臨時株主総会の開催日後において当社の指名する取締役及び監査役が対象者の

取締役会及び監査役会それぞれの過半数を占めることとなるよう、対象者の取締役 9 名中 5

名の取締役及び対象者の監査役 3 名中 2 名の監査役を選任する議案を本臨時株主総会に付議

すること 

(b)対象者は、本公開買付けの決済の行われる日付で、取締役椎木正治氏を、平成 19 年 9 月末

日又は本公開買付けの決済の行われる日のいずれか遅い日付で、代表取締役会長椎木正和氏

を、本臨時株主総会の開催日付で、(a)に従い当社が指名する取締役及び監査役が対象者の取

締役会及び監査役会それぞれの過半数を占めることとなるために必要な数の取締役及び監査

役をそれぞれ辞任させること 

(c)(ｱ)当社は、その指名する者 2 名を、本公開買付けの決済の行われる日まで、対象者の取締

役会、常務会に、オブザーバーとして出席させることができ、対象者はかかるオブザーバー

の出席を認めること、(ｲ)当社は、本公開買付けの決済の行われる日から本臨時株主総会の開

催日まで、対象者に対して、当社の指定する者 5 名以内を対象者の常務執行役員として派遣

できるものとし、対象者は、かかる常務執行役員を、対象者の常務会に出席させ、かつ、対

象者の取締役会にオブザーバーとして出席させること 

(d)対象者は、その指名する者 2 名を、本公開買付けの決済の行われる日から本臨時株主総会の

開催後当面の間、対象者を公開買付者の完全子会社とすること等により両社の経営統合を実

現することに関する議題の審議に限り、当社の取締役会及び経営戦略会議に、オブザーバー

として出席させることができ、当社はかかるオブザーバーの出席を認めること 

 

⑤本公開買付けが成立した場合、公開買付者は、自己株式を除く対象者の発行済普通株式の約

50.1％を超える株式を取得することになりますが、本公開買付けで対象者が保有する自己株式を除い

た対象者普通株式の全てを取得できなかった場合は、公開買付者は、本株式交換により、対象者の普

通株式の株主に対して株式売却の機会を提供しつつ、対象者の普通株式の全てを取得することを予定

しています。なお、公開買付者は、関連法令についての当局の解釈等の状況並びに本公開買付け後の

公開買付者の株式所有割合及び公開買付者以外の対象者株主の対象者株式の保有状況等によって、対

象者の普通株式の全てを取得するための他の方法を選択する可能性があります。 

本株式交換を実施する場合には、完全子会社となる対象者の株主に対して金銭を交付する予定です。

本株式交換により対象者株式 1 株につき交付される金銭の額は、本公開買付けの買付価格を基準に算

定する予定ですが、本公開買付けの買付価格と異なる可能性があります。 

 

(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 
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対象者は、平成 19 年 7月 26 日付プレスリリース｢平成 20 年 3月期 業績予想および配当予想の修正

に関するお知らせ｣において、平成 19 年 5 月 10 日に発表した平成 20 年 3 月期（平成 19 年 4 月 1日

～平成 20年 3 月 31 日）の中間期及び通期の業績予想、並びに中間及び期末配当予想の修正を公表し

ております。 

 

以上 
 

1 ゴールドマン・サックスは、その投資銀行業務の一環として、合併及び企業買収、有価証券の引き受け、競争入札、上場
有価証券及び非上場有価証券の売り出し、私募並びにその他の取引に関連する事業及び有価証券の財務分析に継続的に従事し
ており、また、相続対策、法人業務その他の目的のための財務分析を継続的に行っています。ゴールドマン・サックスは、本
件取引に関しプロミス株式会社（以下、「プロミス」といいます。）の財務アドバイザーを務め、本件取引のための一定の交
渉にも参加いたしました。ゴールドマン・サックスは、本件取引に関するゴールドマン・サックスのサービスに対し報酬を受
領することを想定しており、プロミスは、ゴールドマン・サックスに対して、ゴールドマン・サックスの経費を支払い、ゴー
ルドマン・サックスの業務に関連して生じる一定の責任について補償することに同意しています。また、ゴールドマン・サックス
は、プロミスに対して、投資銀行業務サービスを提供してきており、現在も提供しています。さらに、ゴールドマン・サックスは、将来プロ
ミス及び対象者並びにそれらの関係会社に対して投資銀行業務サービスを提供する可能性があります。ゴールドマン・サックスは、上記
の投資銀行業務サービスに関して報酬を受領しており、又は報酬を受領する可能性があります。ゴールドマン・サックスは、総合的
なサービスを提供する証券会社であり、法人顧客及び個人顧客のために、証券取引、投資管理、ファイナンシャル・プランニ
ング、収益に関する助言、リスク管理、ヘッジ取引、資金調達及び仲介業務に従事しています。これらの通常業務を行う中で、
ゴールドマン・サックスは、これらのサービスをプロミス及び対象者並びにそれらの関係会社に対して提供する可能性があり、
また、プロミスの債券又は株式関連証券（これらのデリバティブ証券を含みます。）を、自己又は顧客の勘定で取引し、ある
いは、随時これらの証券につきロング又はショートのポジションを持つことがあります。 

ゴールドマン・サックスは、ゴールドマン・サックスが検討し又は協議した全ての財務、会計、法務、税務その他の情報の
正確性及び完全性に依拠しており、ゴールドマン・サックスの検討は、それらが正確であり、かつ、完全なものであることを
前提にしています。これに関連して、ゴールドマン・サックスは、プロミスの同意の下、プロミス及び対象者の財務予測が、
現時点でのプロミスの最善の予測及び判断に基づき、合理的に作成されていることを前提としました。また、ゴールドマン・
サックスは、対象者又は同社の子会社の資産及び負債（偶発的なもの、派生的なもの又は貸借対照表に計上されていない資産
及び負債を含みます。）について独自の評価あるいは鑑定を行っておらず、かかる評価書又は鑑定書も入手していません。ま
た、ゴールドマン・サックスは、本件取引を行うに際してのプロミスの経営上の意思決定やプロミスがとりうる他の戦略的手段と
比較した場合における本件取引の利点について意見を述べるものでもなく、また、対象者の普通株式のいかなる時点の取引価格
についても一切意見を述べるものではありません。また、当然のことながら、ゴールドマン・サックスの検討は、本日現在に
おける経済状況、財政状況、市場の状況、その他の事情、及び本日現在ゴールドマン・サックスが取得可能な情報のみに基づ
いており、ゴールドマン・サックスは、本日以降に発生するいかなる事情、変化又は事由に基き、その分析を更新し、改訂し又は再
確認する責任を負うものではありません。ゴールドマン・サックスのアドバイザリー･サービスと本件に関する分析は、プロ
ミスの取締役会が本件取引を検討するにあたり、情報を提供し支援する目的のみのために行われたものであり、当該分析は、
プロミスの取締役会が本件取引の承認を決定するにあたり考慮した要素の一つにすぎません。ゴールドマン・サックスの分析
は、対象者の普通株式又は新株予約権の保有者が本公開買付けに応ずるべきか否かに関する推奨を行うものではありません。 

 

 


