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QAON 合同会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
当社は、平成 27 年９月８日開催の取締役会において、以下のとおり、QAON 合同会社（以下「公開買付者」といい
ます。）による当社の普通株式（ただし、当社が所有する自己株式を除きます。以下「当社株式」といいます。）及び
新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関して、賛同の意見を表明するとともに、当
社の株主の皆様及び第 10 回 C プラン新株予約権を除く本新株予約権（以下で定義されます。以下同様です。）の保有
者の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨、並びに第 10 回 C プラン新株予約権の保有者の皆様に
対しては、本公開買付けに応募するか否かについては、そのご判断に委ねる旨を決議いたしましたので、お知らせい
たします。
なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社株式及び本新
株予約権の全てを取得することを企図していること並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提としてお
ります。
１．公開買付者の概要
（１）

名

（２）

所

（３）

代表者の役職・氏名

代表社員

（４）

事

容

株式保有による事業活動の支配及び管理

（５）

資

金

50,000 円

（６）

設

日

平成 27 年７月 17 日

（７）

大株主及び持株比率

（８）

当社と公開買付者との関係

在
業

内
本

立

年

月

称

QAON 合同会社

地

東京都港区浜松町二丁目４番１号
EJAE2 合同会社

EJAE2 合同会社

世界貿易センタービルディング

職務執行者

古田

敬

100％

資

本

関

係

該当事項はありません。

人

的

関

係

該当事項はありません。

係

該当事項はありません。ただし、エクイニクス・ジャパン株式会社（以下「エ
クイニクス・ジャパン」といいます。）と当社との間には、エクイニクス・ジ
ャパンが提供するインターネットエクスチェンジサービス、コロケーションサ
ービス及びこれらに付随する諸サービスの提供に関する取引があります。

取

引

関

関 連 当 事 者 へ
の

該

当

状

況

該当事項はありません。

２．買付け等の価格
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（１）普通株式１株につき金 922 円（以下「本公開買付価格」といいます。
）
（２）新株予約権（下記の表に記載された各新株予約権で、これらを総称して以下「本新株予約権」といいます。(注)）
下記の当社の会議の開催日及び決議日
定時株主総会

左記の当社の会議の決議に基づい

取締役会

て発行された新株予約権の名称

買付け等の価格

平成 18 年 10 月

平成 18 年 12 月 12 日

第５回新株予約権

１個につき 金 337,000 円

26 日

平成 19 年９月 12 日

第６回新株予約権

１個につき 金 595,000 円

第７回 B プラン新株予約権

１個につき 金 184,200 円

第７回 C プラン新株予約権

１個につき 金 113,200 円

第８回 B プラン新株予約権

１個につき 金 184,200 円

第８回 C プラン新株予約権

１個につき 金 122,000 円

第９回 A プラン新株予約権

１個につき 金 184,200 円

第９回 B プラン新株予約権

１個につき 金 184,200 円

第９回 C プラン新株予約権

１個につき 金 81,000 円

第 10 回 A プラン新株予約権

１個につき 金 184,200 円

第 10 回 B プラン新株予約権

１個につき 金 184,200 円

第 10 回 C プラン新株予約権

１個につき 金１円

第 11 回 A プラン新株予約権

１個につき 金 92,100 円

第 11 回 B プラン新株予約権

１個につき 金 92,100 円

第 11 回 C プラン新株予約権

１個につき 金 10,000 円

第 12 回 A プラン新株予約権

１個につき 金 92,100 円

第 12 回 B プラン新株予約権

１個につき 金 92,100 円

第 12 回 C プラン新株予約権

１個につき 金 7,500 円

第 13 回 A プラン新株予約権

１個につき 金 92,100 円

第 13 回 B プラン新株予約権

１個につき 金 92,100 円

第 13 回 C プラン新株予約権

１個につき 金 38,500 円

平成 20 年 12 月９日
平成 22 年２月２日

平成 22 年 12 月 21 日

平成 23 年 12 月５日
―
平成 24 年 12 月４日

平成 25 年 12 月３日

平成 27 年３月 17 日
（注）

本新株予約権はいずれも、ストックオプションとして、当社又は子会社の役員又は従業員に対
して発行されたものです。

３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
（１）意見の内容
当社は、平成 27 年９月８日開催の取締役会において、下記「（２）意見の根拠及び理由」に記載の根拠及び理
由に基づき、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権のう
ち第 10 回 C プラン新株予約権を除く本新株予約権の保有者の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨
する旨を決議いたしました。
一方、本新株予約権のうち、第 10 回 C プラン新株予約権については、買付け等の価格が１円とされていること
から、当該新株予約権を本公開買付けに応募するか否かについては当該新株予約権の保有者の皆様のご判断に委
ねることを決議いたしました。
なお、上記取締役会決議は、下記「（６）本公開買付け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」の「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」記載の方法により決議されております。
（２）意見の根拠及び理由
①

本公開買付けの概要
当社は、公開買付者より、本公開買付けの概要につき、以下の説明を受けております。
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公開買付者は、エクイニクス・インク（EQUINIX, INC.、本社：米国カリフォルニア州レッドウッド市、米
国NASDAQ上場、コード：EQIX、以下「エクイニクス」といいます。）の完全子会社であるエクイニクス・ジャ
パンがその発行済株式を全て所有するエクイニクス・ジャパン・エンタープライズ株式会社（以下「エクイニ
クス・エンタープライズ」といいます。）が、株式保有により当社の事業活動を支配及び管理することを主た
る目的として、平成27年７月17日に設立した会社であるとのことです。その後、エクイニクス・エンタープラ
イズは、公開買付者に対する持分割合の全てをエクイニクス・エンタープライズが新たに設立したEJAE2合同会
社に譲渡し、本日現在、公開買付者の持分はEJAE2合同会社が100％所有しているとのことです。またEJAE2合同
会社の持分の95％はエクイニクス・エンタープライズが所有し、残りの5％はエクイニクスの完全子会社である
エクイニクス・パシフィック・LLC（以下「エクイニクス・パシフィック」といいます。）が所有しているとの
ことです。
なお、公開買付者、EJAE2合同会社、エクイニクス・エンタープライズ、エクイニクス・ジャパン、エクイ
ニクス・パシフィック及びエクイニクスは本日現在、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。）市場第一部に上場している当社株式を所有していないとのことです。
今般、公開買付者は、当社株式（本日現在において権利行使期間が到来していない第12回Aプラン新株予約
権、第12回Cプラン新株予約権、第13回Aプラン新株予約権及び第13回Cプラン新株予約権を除く本新株予約権の
行使により発行又は移転される当社株式を含み、本公開買付けに応募しないことに同意している当社が所有す
る自己株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得することにより、当社を完全子会社化することを目
的とした取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、本公開買付けを実施することを決定したとのこ
とです。なお、公開買付者の最終の親会社であるエクイニクス並びにエクイニクスの子会社及び関連会社から
なる企業集団を以下「エクイニクスグループ」といいます。
本公開買付けにおいて、公開買付者は平成27年９月８日付で、下記（i）、(ⅱ)及び（ⅲ）に記載の当社の
株主との間でそれぞれが所有する当社株式（合計10,988,700株、所有割合（注１）：29.74％）及び新株予約権
(合計1,330個、目的となる当社株式の合計数：202,000株、所有割合：0.55％)の全て（以下「応募合意株主所
有株式等」といいます。）を本公開買付けに応募する旨の契約（以下「本応募契約」といいます。）を締結し
ているとのことです。本応募契約の概要については、下記「４．公開買付者と当社の株主・取締役等との間に
おける公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項」をご参照ください。
（ⅰ）当社の主要株主である筆頭株主（平成27年７月31日時点）の寺田倉庫株式会社（所有株式数：5,220,000
株、所有割合：14.13％）
（ⅱ）当社の主要株主及び第２位の株主（平成27年７月31日時点）であり、かつ当社の代表取締役社長を務め
る寺田航平氏（所有株式数：4,195,700株、所有割合：11.36％、所有新株予約権の合計1,330個、目的と
なる当社株式の合計数：202,000株、所有割合の合計：0.55％）。なお、寺田航平氏の所有新株予約権に
ついては、その全部又は一部につき当該新株予約権の応募に代えて当該新株予約権の行使によって発行
又は移転された当社株式の全部を応募することができるものとされています。
（ⅲ）当社の第５位の株主（平成27年７月31日時点）であり、かつ寺田倉庫株式会社の代表取締役を務め、寺
田航平氏の父である寺田保信氏（所有株式数：1,573,000株、所有割合：4.26％）（寺田倉庫株式会社、
寺田航平氏及び寺田保信氏を総称して以下「本応募合意株主」といいます。）
なお、公開買付者は、平成27年９月８日付で当社との間で公開買付賛同契約を締結しており、当社が①本公
開買付けに賛同の意見を表明すること、②公開買付者の事前の書面による承諾を得ずに、当社株式に関して配
当の支払いを行わず、また配当の支払いに関する取締役会決議もしないこと、及び③当社がデータセンターの
不動産利用権を保全する措置を講じるよう商業上合理的な努力をすること等の事項に合意しています。
（注１）「所有割合」とは、①当社が平成27年９月８日に公表した「平成27年７月期 決算短信〔日本基準〕（連
結）」（以下「当社決算短信」といいます。）に記載された平成27年７月31日現在の当社の発行済株
式総数（36,002,000株）に、②当社が平成26年10月28日に提出した第15期有価証券報告書（以下「当
社第15期有価証券報告書」といいます。）に記載された平成26年９月30日現在の本新株予約権9,050
個の目的となる当社株式の数（1,444,700株）に同日から平成27年７月31日までの変動1,820個（目的
となる当社株式の数：103,400株）
（注２）を反映した数（10,870個、目的となる当社株式の数（1,548,100
株））を加算し、③当社決算短信に記載された当社が平成27年７月31日現在所有する自己株式数
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（600,000株）を控除した株式数（36,950,100株。以下「本基準株式数」といいます。）に占める割合
をいうとのことです（小数点以下第三位を四捨五入し、以下同様に計算しているとのことです。）。
（注２） 当社第15期有価証券報告書の提出後、当社は以下の「（ⅰ）新規発行により増加した新株予約権」に
記載のとおり新株予約権を発行し合計3,012個（目的となる当社株式の数301,200株）の新株予約権が
増加したのに対し、「（ⅱ）行使又は消却により減少した新株予約権」に記載のとおり行使又は消却
により合計1,192個（目的となる当社株式の数197,800株）の新株予約権が減少し差引1,820個（目的と
なる当社株式の数103,400株）の新株予約権が増加しています。
（ⅰ）新規発行により増加した新株予約権
新株予約権の名称

平成27年７月31日現在の個数

目的となる当社株式の数（株）

250

25,000

第13回Aプラン新株予約権
第13回Bプラン新株予約権

620

62,000

第13回Cプラン新株予約権

2,142（注３）

214,200

3,012

301,200

合計

（注３） 当社は第13回Cプラン新株予約権を当初2,189個発行したものの、その後消却により47個減
少したことから、第13回Cプラン新株予約権は当社第15期有価証券報告書の提出後、差引
2,142個増加しています。
（ⅱ）行使又は消却により減少した新株予約権
新株予約権の名称

減少の原因

減少した個数

目的となる当社株式の数（株）

第５回新株予約権

行使又は消却

24

24,000

第６回新株予約権

消却

1

1,000

第７回Bプラン新株予約権

行使

40

8,000

第７回Cプラン新株予約権

消却

5

1,000

第８回Bプラン新株予約権

行使

40

8,000

第８回Cプラン新株予約権

行使又は消却

25

5,000

第９回Aプラン新株予約権

行使

102

20,400

第９回Bプラン新株予約権

行使

40

8,000

第９回Cプラン新株予約権

消却

42

8,400

第10回Aプラン新株予約権

行使

169

33,800

第10回Bプラン新株予約権

行使

38

7,600

第10回Cプラン新株予約権

消却

60

12,000

第11回Aプラン新株予約権

行使

303

30,300

第11回Bプラン新株予約権

行使

51

5,100

第11回Cプラン新株予約権

消却

126

12,600

第12回Bプラン新株予約権

行使

24

2,400

第12回Cプラン新株予約権

消却

102

10,200

―

1,192

197,800

合計

（注４） 本新株予約権に含まれていない第３回新株予約権、第７回Aプラン新株予約権及び第８回A
プラン新株予約権は本日までに全て行使され又は行使期間満了により消滅しており上記の
表から除外してあります。
本公開買付けにおいては、買付予定数の下限を24,633,500株（（注５）所有割合にして66.67％）に設定し
ており、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行わ
ないとのことです。一方、本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設けておりませんので、応募株券等
の数の合計が買付予定数の下限（24,633,500株）以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行うとのこ
とです。また、本公開買付けにより、公開買付者が当社株式及び本新株予約権の全て（ただし、当社が所有す
る自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、公開買付者が当社株式の
全て（ただし、当社が所有する自己株式を除きます。）を所有することになるよう、下記「（５）本公開買付
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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（以下「本完全子会社化
手続」といいます。）を実施することを予定しているとのことです。また、公開買付者は、本公開買付けの成
立を条件として、本公開買付けの決済に充当する資金として、株式会社三菱東京UFJ銀行から総額475億円を上
限として借入れを行うこと及び完全親会社であるEJAE2合同会社から総額123億円を上限として借入れを行うこ
とを予定しているとのことです。
（注５）買付予定数の下限は本基準株式数（36,950,100株）の３分の２に相当する株式数（24,633,400株）に
１単元（100株）加算することにより本基準株式数（36,950,100株）の３分の２超となる株式数
（24,633,500株）に設定しているとのことです。
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
エクイニクスは、成長し続ける情報化社会の活力を支えるというビジョンを掲げ、平成 10 年に米国
のカリフォルニア州で事業を開始したとのことです。エクイニクスグループは、
「Protect, connect and
power the digital economy （デジタルエコノミーを保護し、接続し、強化する）」というミッション
の下、北米・南米、ヨーロッパ、中東、アジア太平洋地域の 15 ヶ国、33 の市場において 100 拠点を超
えるデータセンターにてコロケーション（注１）及びインターコネクション（注２）サービスを提供す
る事業者とのことです。日本においてはエクイニクスを完全親会社とするエクイニクス・ジャパンが平
成 12 年より事業を開始し、本日現在、東京都内の大田区、品川区、江東区及び千代田区の４拠点に大
阪市を加えた計５拠点にてデータセンター関連サービスを提供しており、平成 28 年初旬には国内６拠
点目となる新たなデータセンターを東京都江東区にて開設する予定とのことです。
一方、当社は、IT アウトソーシング請負業務を目的として平成 12 年６月に寺田倉庫株式会社の出資
を受けて設立され、本日現在、インターネットデータセンター(注３)の運営を中核として事業を展開し、
顧客の IT システムのアウトソーシングの需要に対応しています。平成 13 年３月に東京都内にデータセ
ンターを開設したのを皮切りに、その後東京都内でデータセンターを順次開設し、平成 23 年６月には
大阪にデータセンターを開設し、平成 27 年３月には東京都内で第５データセンターを開設しました。
当社は、本日現在、日本国内で６つのデータセンターを運営し、顧客に近接する都市型のデータセンタ
ーを展開しています。データセンターの維持・管理には多くの電力を消費するため、当社は平成 25 年
２月に大規模な太陽光発電の操業を開始し、環境負荷の低い電力の提供により持続可能な事業運営に取
り組んでおります。このような業容の発展に伴って、当社は平成 18 年７月に大阪証券取引所ヘラクレ
ス（現東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード））に上場し、平成 25 年７月には、東京証券取引所市場
第一部への上場を果たしています。なお、平成 26 年９月に平成 27 年 7 月期を初年度とする中期経営計
画（平成 27 年 7 月期から平成 29 年 7 月期）を策定し、効率的な収益確保と今後も拡大が見込まれるデ
ータセンター市場の需要確保に向けた事業戦略・体制構築を掲げております。具体的には、中期経営計
画（平成 27 年 7 月期から平成 29 年 7 月期）達成に向け、競争力の高い第５データセンターの開設によ
る新たな顧客層の開拓、営業人員の拡充及び国内主要都市での事業拠点の開所による営業体制強化等に
取り組んでおります。
日本国内における IT アウトソーシングサービス市場に関しては、平成 25 年に２兆 9,787 億円であっ
た市場規模がその後５年間年平均成長率 3.1％で推移し、平成 30 年には３兆 4,758 億円となることが
見込まれております（出典：矢野経済研究所「IT アウトソーシング市場の実態と展望
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矢野経済研究所」(平成 26 年 8 月 21 日)）。IT アウトソーシングサービスは、利用者側にとってはコ
スト削減に繋がるサービスでもあるため、景気の先行きに不透明感が増す状況の中でも、ユーザーニー
ズの多様化に対応したサービスによってコスト削減を実現させつつ経営基盤強化に繋がるサービスの
提供が可能な企業を中心に、当該市場は引き続き堅調な成長を継続することが予想されております。さ
らに、インターネット資産に対する企業の考え方は「所有」から「利用」への傾向に変化していること
も当社及び当社の連結子会社９社（本日現在、以下「当社グループ」といいます。）で構成される当社
グループの事業領域を牽引する要因になっております。また、当社グループの中核サービスである iDC
サービス（注４）が属するデータセンター市場に関しては、平成 25 年に 8,948 億円であった市場が、
クラウドコンピューティングや SaaS（注５）等新たなサービス需要の高まりなどにより、年平均成長
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率 6.6％で成長し、平成 30 年には１兆 2,315 億円に達すると見込まれております（出典：IDC Japan プ
レスリリース「国内データセンターサービス市場予測を発表」(平成 26 年 10 月 1 日)）。
このような業界環境において、エクイニクスとしては、グローバルの顧客からの強い引き合いを背景
にかねてより日本における今後の事業拡大について検討を重ねてきたとのことです。大幅な業務拡大に
は時間が必要となるところ、新たな事業パートナーとして独立系データセンター専業である当社に着目
するようになったとのことです。当社をエクイニクスグループに迎え入れることにより、国内データセ
ンター市場において延床面積ベースで増加を図り、さらにコロケーション分野でも売上の増加を図るこ
とが可能になるなど、日本国内において事業基盤を拡大していくことが可能になるとの判断に至ったと
のことです。
このような状況において、エクイニクスは平成 26 年５月頃より本取引について初期的な検討を開始
し、平成 27 年３月から当社との本格的な協議を開始しました。当社としても、データセンター市場は
今後も成長が見込まれるものの、相次ぐデータセンターの開設や異業種企業からの参入も含め、業界内
での競争は今後ますます激化する中で、当社の中期経営計画（平成 27 年７月期から平成 29 年７月期）
を達成し、企業価値の向上を実現させるために、エクイニクスグループのノウハウや経験さらにはグロ
ーバルな顧客基盤を共有・活用することにより、一層の成長が期待できるとの考えのもと、両者の企業
価値向上に向け複数回の協議・検討を行ってまいりました。両者はコロケーションを中心とした事業モ
デルであること、設立から 10 年を超える今日においても積極的に事業拡大を推進する企業カルチャー
を有すること、急成長しているクラウド市場への対応など次世代を見据えた事業展開など共通点も多く、
当社をエクイニクスグループに迎え入れることで両者が相互のノウハウや経験を有効活用することが
可能となります。さらに、エクイニクスグループは非日系顧客との取引に強みを有しているのに対し、
当社は日本国内の顧客に強いつながりを持っていることから両者が相互の基盤等を共有・活用すること
により、エクイニクスグループにおいては日本国内の顧客と、当社にとっては非日系顧客との取引拡大
が見込まれます。このように、両者の統合はシナジー効果を生み出し、国内・外におけるデータセンタ
ー市場における両者の地位を高めていくことが見込まれるとの認識で一致しました。具体的なシナジー
としては、両者の共同営業による受注案件の増加、エクイニクスのグローバル顧客からの強い引き合い
を背景にした当社データセンターへの誘致と案件の獲得、エクイニクスの提供するインターコネクショ
ンサービス（クラウドエクスチェンジ（注６）、メトロコネクト（注７）などを含みます。）の当社デ
ータセンター内での導入といった効果が期待できると考えております。さらに、エクイニクスは当社を
公開買付者の完全子会社とすることにより、エクイニクスグループとしてガバナンス体制及び運営方法
を統一し、グループ全体での効率的な経営を目指すとともに、上記シナジーの実現に向け、エクイニク
スグループ間での情報共有及び柔軟かつ機動的な意思決定を通じ、迅速かつ効率的な事業展開を図るこ
とが可能になると考えているとのことです。また、エクイニクスが米国 NASDAQ 市場に上場していると
ころ、当社は本日現在において東京証券取引所市場第一部に上場しており両者の統合後も当社が上場を
維持し続けると上場維持コスト(有価証券報告書等の継続開示に係る費用、株主総会開催及び株主名簿
管理人に係る費用等)を負担することになりエクイニクスグループ全体として見た場合には経営が非効
率になること、また、今後ますます競争が激化することが予想されるデータセンター業界において当社
をエクイニクスグループの一員として一体経営することにより日本国内でのプレゼンス強化が図れる
ことから、公開買付者は当社を単なる資本提携先や親子関係に留めるのではなく完全子会社化すること
が両者の企業価値を向上させるために最善の選択肢であるとの結論に至ったとのことです。
上記協議・検討を経て、エクイニクスは、平成 27 年７月 17 日に本取引を実行するための買収目的会
社として公開買付者をエクイニクス・エンタープライズの子会社として設立したとのことです。その後、
公開買付者は、当社との間で本取引の諸条件について協議・交渉を重ね、最終的に、平成 27 年９月８
日に、本取引の一環として本公開買付けを実施することを決定したとのことです。
（注１）利用者の通信機器や情報発信用のコンピュータ(サーバ)を、回線設備の整った施設に設置する
こと。
（注２）利用者の通信機器やサーバ同士を、データセンター内及びデータセンター間で相互に接続する
サービスのこと。
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（注３）顧客のサーバを預かり、インターネットへの接続(コネクティビティ)と、サーバの運用、監視
環境(ファシリティ)を提供するサービス、またはその施設のこと。
（注４）「コロケーションサービス」及び「ネットワークサービス」を中心としたデータセンターのインフ
ラストラクチャーを顧客企業に安全かつ安定的に提供するサービスのこと。
（注５）ソフトウェア・アズ・ア・サービスの略で、必要な機能を必要な分だけサービスとして利用で
きるようにしたソフトウェア（主にアプリケーションソフトウェア）もしくはその提供形態の
こと。
（注６）エクイニクスグループが提供するプライベート接続の一種であり、これによりエクイニクスグ
ループが運営するデータセンター内において複数のクラウドサービスへの自動接続が可能と
なるサービスのこと。
（注７）同一地域に所在するエクイニクスグループの複数のデータセンター間を接続した専用の回線を
経由することにより、接続先の他のデータセンター内の他のユーザーや通信キャリアとの直接
接続を可能にするサービスのこと。
③

当社取締役会における意思決定に至る過程

当社は、平成27年３月に公開買付者から本取引の意向表明を受け、公開買付者との本格的な協議を開始し、両
者の企業価値向上に向け複数回の協議・検討を行ってまいりました。その間、当社は当社並びに公開買付者及び
エクイニクスグループから独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として三菱UFJモルガ
ン・スタンレー証券株式会社（以下「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」といいます。
）を、リーガル・アドバ
イザーとして西村あさひ法律事務所をそれぞれ選任し、本取引の意義・目的、本取引後の経営方針、本取引の諸
条件等について、公開買付者及びそのアドバイザーの間で、後述のとおり、複数回に亘る協議・検討を重ねてま
いりました。本取引の諸条件のうち公開買付価格について、当社は、エクイニクス及びエクイニクス・ジャパン
と継続的に交渉を行い、最終的に本公開買付価格とする提案を受けるに至りました。
以上のような経緯を経て、当社は、下記「（６）本公開買付け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」の「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」に記載の株式価
値算定書（以下「当社株式価値算定書」といいます。）
、同「③当社における独立した法律事務所からの助言」に
記載の法的助言、同「④当社における利害関係を有しない社外取締役及び社外監査役からの意見の入手」に記載
の入手した意見書等を踏まえ、本取引に関して慎重に協議・検討を行いました。
その結果、当社としては、以下のとおり、本取引は当社の企業価値の一層の向上に資するものであるとの結論
に至りました。
当社としても、データセンター市場は今後も成長が見込まれるものの、相次ぐデータセンターの開設や異業種
企業からの参入も含め、業界内での競争は今後ますます激化する中で、エクイニクスグループのノウハウや経験
さらにはグローバルな顧客基盤を共有・活用することにより、一層の成長が期待できるとの考えのもと、両者の
企業価値向上に向け複数回の協議・検討を行ってまいりました。両者はコロケーションを中心とした事業モデル
であること、設立から10年を超える今日においても積極的に事業拡大を推進する企業カルチャーを有すること、
急成長しているクラウド市場への対応など次世代を見据えた事業展開など共通点も多く、当社がエクイニクスグ
ループに迎え入れられることで両者が相互のノウハウや経験を有効活用することが可能となります。さらに、エ
クイニクスグループは非日系顧客との取引に強みを有しているのに対し、当社は日本国内の顧客に強いつながり
を持っていることから両者が相互の基盤等を共有・活用することにより、エクイニクスグループにおいては日本
国内の顧客と、当社にとっては非日系顧客との取引拡大が見込まれます。このように、両者の統合はシナジー効
果を生み出し、国内・外におけるデータセンター市場における両者の地位を高めていくことが見込まれるとの認
識で一致しました。具体的なシナジーとしては、両者の共同営業による受注案件の増加、エクイニクスのグロー
バル顧客からの強い引き合いを背景にした当社データセンターへの誘致と案件の獲得、エクイニクスの提供する
インターコネクションサービス（クラウドエクスチェンジ、メトロコネクトなどを含みます。
）の当社データセン
ター内での導入といった効果が期待できると考えております。さらに、当社は公開買付者の完全子会社となる
ことにより、エクイニクスグループとしてガバナンス体制及び運営方法を統一し、グループ全体での効率的
な経営を目指すとともに、上記シナジーの実現に向け、エクイニクスグループ間での情報共有及び柔軟かつ
機動的な意思決定を通じ、迅速かつ効率的な事業展開を図ることが可能になると考えております。また、エ
クイニクスが米国NASDAQ市場に上場しているところ、当社は本日現在において東京証券取引所市場第一部に
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上場しており両者の統合後も当社が上場を維持し続けると上場維持コスト(有価証券報告書等の継続開示に
係る費用、株主総会開催及び株主名簿管理人に係る費用等)を負担することになりエクイニクスグループ全
体として見た場合には経営が非効率になること、また、今後ますます競争が激化することが予想されるデー
タセンター業界において当社をエクイニクスグループの一員として一体経営することにより日本国内での
プレゼンス強化が図れることから、公開買付者及び当社は単なる資本提携先や親子関係に留めるのではなく
完全子会社化することが両者の企業価値を向上させるために最善の選択肢であるとの結論に至りました。
以上の検討及び交渉を踏まえ、当社は、本取引により当社の企業価値の一層の向上が実現すると見込まれると
の結論に至り、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明することといたしました。
そして、本公開買付価格である922円は、本公開買付け公表日の前営業日である平成27年９月７日の当社株式の
東京証券取引所における終値381円に対して141.99％（小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアムの計算に
おいて同様です。）
、平成27年９月７日までの直近１ヶ月の終値単純平均値437円（小数点以下を四捨五入。以下、
平均株価の計算において同様です。
）に対して110.98％、平成27年９月７日までの直近３ヶ月の終値単純平均値467
円に対して97.43％、平成27年９月７日までの直近６ヶ月の終値単純平均値497円に対して85.51％のプレミアムを
加えた金額であることや、当社の第三者算定機関である三菱UFJモルガン・スタンレー証券より取得した当社株式
価値算定書に示された１株当たりの株式価値の範囲を考慮し、本公開買付けを含む本取引に関する諸条件につい
て慎重に検討を行った結果、当社の平成27年９月８日開催の取締役会において、本公開買付けについて利益が相
反するおそれがある当社の代表取締役社長の寺田航平氏を除く全ての取締役の全員一致で、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、本公開買付けに応募することを推奨する旨を、また、本新
株予約権のうち、第10回Cプラン新株予約権を除く本新株予約権についても、第10回Cプラン新株予約権を除く本
新株予約権の買付け等の価格は、本公開買付価格922円と当該各新株予約権の当社株式１株当たりの行使価額との
差額に、当該各新株予約権の１個の目的となる当社株式の数を乗じた金額にそれぞれ決定されていることから、
第10回Cプラン新株予約権を除く本新株予約権に係る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行いました。一方、本新株予約権のうち、第10回Cプラン新株予約権については、買付け等の
価格が１円とされていることから、当該新株予約権に関して本公開買付けに応募するか否かについては、当該新
株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨の決議を行いました。なお、上記の当社取締役会には、当社の監査役４名
（常勤監査役１名、社外監査役３名）全員が出席し、いずれも、取締役会が、本公開買付けに関して上記意見を
表明することに異議がない旨の意見を述べています。
上記当社取締役会決議の詳細は、下記「
（６）本公開買付け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」の「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」をご参照ください。
④

本公開買付け後の経営方針
公開買付者によれば、公開買付者は、本公開買付け終了後における当社の経営方針については、当社
のこれまで築いた国内の独立系の事業者として中立的な立場からお客様本位のサービスを提供すると
いう「Bit-isle」ブランドを維持しつつ、シナジーの実現に向けての具体策を当社と協議し、速やかに
実施していく考えとのことです。なお、公開買付者によれば、当社の役員構成については、当社の定款
で定められた員数の範囲で、取締役を増員したうえで、公開買付者の指名した者が当社の取締役の過半
数を占めるように取締役を派遣する予定とのことですが、本公開買付け終了後、当社の代表取締役社長
である寺田航平氏は代表取締役社長として、当社の他の取締役は継続して当社の経営にあたる予定との
ことです。詳細については、今後当社と協議・検討の上、決定する予定とのことです。

（３）算定に関する事項
当社は、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、公正性及び客観性を担保するための措置として、当
社並びに公開買付者及びエクイニクスグループから独立した第三者算定機関としてのファイナンシャル・アドバ
イザーである三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券に当社の株式価値の算定を依頼しております。
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券は、当社並びに公開買付者及びエクイニクスグループ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。
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券は、複数の株式価値評価算定手法の中から当社の株式価値算定にあたって
採用すべき算定手法を検討したうえで、当社が継続企業であるとの前提の下、当社株式の価値について多面的に評
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価することが適切であるとの考えに基づき、市場株価分析、類似企業比較分析及びディスカウンテッド・キャッシ
ュ・フロー分析（以下「DCF 分析」といいます。）を用いて当社の普通株式の株式価値の分析を行い、当社は三菱
UFJ モルガン・スタンレー証券から平成 27 年９月７日付で当社株式価値算定書を取得しております。なお、当社
は、三菱 UFJ モルガン・スタンレー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。
上記各手法において分析された当社の普通株式の１株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。
市場株価分析：

437 円から 497 円

類似企業比較分析： 420 円から 793 円
DCF 分析：

598 円から 956 円

市場株価分析では、平成 27 年９月７日を基準日として、東京証券取引所市場第一部における当社株式の直近１
ヶ月間の終値単純平均値 437 円、直近３ヶ月間の終値単純平均値 467 円及び直近６ヶ月間の終値単純平均値 497 円
を基に、当社の普通株式の１株当たりの株式価値の範囲を 437 円から 497 円までと分析しております。
類似企業比較分析では、当社と比較的類似する事業を営む上場会社の市場株価や収益性等を示す財務指標との比
較を通じて当社株式の株式価値を評価し、当社の普通株式の１株当たりの株式価値の範囲を 420 円から 793 円まで
と分析しております。
DCF 分析では、当社の平成 28 年７月期から平成 31 年７月期までの事業計画、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前提とした平成 28 年７月期以降に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戻して企業価値や株式価値を分析し、当社の普通株式の１株当たりの
株式価値の範囲を 598 円から 956 円と分析しております。なお、DCF 分析の前提とした当社の将来の財務予測につ
いて、大幅な増減益を見込んでいる事業年度はございません。
（注） 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券は、当社の普通株式の株式価値の分析に際し、当社から提供を受け
た情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、すべて
正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行ってお
りません。加えて、当社の財務予測に関する情報については、当社の経営陣により現時点で得られる最
善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。また、当社とその関係会社の
資産及び負債（簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。
）に関して、独自の評価・査定は行って
おらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っていません。三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券の
分析は、平成 27 年９月７日までの上記情報を反映したものです。
また、本新株予約権については、各新株予約権の買付け等の価格を、本公開買付価格と当該各新株予約権におけ
る当社株式１株当たりの行使価格との差額に当該各新株予約権１個当たりの目的となる株式数を乗じた金額（ただ
し、当該差額がマイナスとなる第 10 回 C プラン新株予約権の場合は１円）としており、実質的に普通株式に対す
る買付価格と同等であることから、当社は本公開買付けにおける第 10 回 C プラン新株予約権を除く本新株予約権
の買付け等への応募を推奨し、第 10 回 C プラン新株予約権の買付け等への応募について、当該新株予約権者の皆
様のご判断に委ねる旨の意見を表明するにあたり、第三者からの評価書は取得していません。
（４）上場廃止となる見込み及びその事由
当社株式は本日現在、東京証券取引所に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予
定数に上限を設定しておらず、本公開買付けの結果次第では、当社株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、
所定の手続き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「(５）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）」
に記載のとおり、当社株式の全てを取得することを予定しているとのことですので、その場合には、当社株式は
上場廃止となります。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所において取引することはできません。
（５）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）
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当社は、公開買付者より、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）につき、
以下の説明を受けております。
公開買付者は、本公開買付けにより、当社株式の全て（ただし、当社が所有する自己株式を除きます。
）を取得
できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、以下のいずれかの方法により、公開買付者が当社株式の全て
（ただし、当社が所有する自己株式を除きます。
）を取得することを企図しているとのことです。
①

株式等売渡請求
本公開買付けの成立により、公開買付者が所有する当社の議決権が当社の総株主の議決権の 90％以上とな
った場合には、公開買付者は、本公開買付けの決済完了後速やかに、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 179 条に基づき、当社の株主（公開買付者及び当社を除きます。）
の全員（以下「売渡株主」といいます。）に対してはその所有する当社株式（以下「売渡株式」といいます。
）
の全部を売り渡すことを請求（以下「本株式売渡請求」といいます。）し、本新株予約権に係る新株予約権
者（公開買付者を除きます。）の全員（以下「売渡新株予約権者」といいます。
）に対してはその所有する本
新株予約権（以下「売渡新株予約権」といいます。）の全部を売り渡すことを請求（以下「本新株予約権売
渡請求」といい、「本株式売渡請求」と併せて「本株式等売渡請求」といいます。）する予定とのことです。
本株式売渡請求においては、売渡株式１株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を売渡株主に
対して交付することを定める予定であり、一方、本新株予約権売渡請求においては、本新株予約権のそれぞ
れの買付け等の価格と同額の金銭を売渡新株予約権者に対して交付することを定める予定とのことです。こ
の場合、公開買付者は、その旨を、当社に通知し、当社に対し本株式等売渡請求の承認を求めるとのことで
す。当社がその取締役会の決議により本株式等売渡請求を承認した場合には、関係法令の定める手続に従い、
売渡株主及び売渡新株予約権者の個別の承諾を要することなく、公開買付者は、本株式等売渡請求において
定めた取得日をもって、売渡株主からは売渡株式を、売渡新株予約権者からは売渡新株予約権の全部を取得
することになります。この場合、売渡株主がそれぞれ所有していた当社株式の対価として、公開買付者は、
当該各株主に対しては当社株式１株当たりの金銭の額と本公開買付価格が同一となるよう、一方で売渡新株
予約権者に対しては本新株予約権１個当たりの金銭の額と本新株予約権のそれぞれの買付け等の価格が同
一となるよう算定し金銭を交付する予定とのことです。なお、当社の取締役会は、公開買付者より本株式等
売渡請求がなされた場合には、本株式等売渡請求を承認する予定です。なお上記に関連する少数株主の権利
保護を目的とした会社法上の規定としては、会社法第 179 条の８その他関係法令の定めに従って、売渡株主
及び売渡新株予約権者は、裁判所に対して売渡株式及び売渡新株予約権の売買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。なお、この方法による売渡株式及び売渡新株予約権の売買価格について
は、最終的に裁判所が判断することになります。

②

株式併合
本公開買付けが成立したものの、公開買付者が所有する当社の議決権が当社の総株主の議決権の 90％未満
である場合には、公開買付者は、
（ⅰ）当社株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。
）及び
（ⅱ）本株式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
議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を当社に要請する予定とのこと
です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。本臨時株主
総会において本株式併合の議案について承認された場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、
当社の株主の皆様は、本臨時株主総会において承認された株式併合の割合に応じた数の当社株式を所有する
こととなります。この場合、本株式併合をすることにより株式の数に１株に満たない端数が生じるときは、
端数が生じた株主の皆様に対して、会社法第 235 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。以下同じとします。
）
に相当する当社株式を当社又は公開買付者に売却することによって得られる金銭が交付されることになり
ます。当該端数の合計数に相当する当社株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募
されなかった当社の各株主の皆様に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた当
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社株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てが行われる
予定です。また、当社株式の併合の割合は、本日現在未定ですが、公開買付者が当社株式の全てを所有する
こととなるよう、本公開買付けに応募されなかった当社の株主の皆様（公開買付者を除きます。）の所有す
る当社株式の数が１株に満たない端数となるよう決定される予定です。
なお上記に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定としては、株式併合をすることに
より株式の数に１株に満たない端数が生じるときは、会社法第 182 条の４及び第 182 条の５その他の関係法
令の定めに従い、当社の株主は、当社に対して自己の所有する株式のうち１株に満たない端数となるものの
全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して当社株式の価格の決定の
申立てを行うことができる旨が定められています。なお、この方法による１株当たりの買取価格については、
最終的に裁判所が判断することになります。
また、公開買付者は、本公開買付けが成立したものの、公開買付者が所有する当社の議決権が当社の総
株主の議決権の 90％未満である場合で、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、本
新株予約権が行使されず残存した場合には、当社に本新株予約権の取得、本新株予約権に係る新株予約権者
による放棄の勧奨等、本取引の実行に合理的に必要な手続を実施することを要請する予定とのことです。
公開買付者は、本完全子会社化手続の実行後、速やかに当社を存続会社、公開買付者を消滅会社とする
吸収合併を行う予定とのことです。
上記①及び②の各手続については、関係法令についての当局の解釈等の状況、本公開買付け後の公開買
付者の株券等所有割合及び公開買付者以外の当社の株主の当社株式の所有状況等によっては、実施に時間を
要し、又はそれと概ね同等の効果を有するその他の方法に変更する可能性があるとのことです。ただし、そ
の場合でも、本公開買付けに応募されなかった当社の各株主（当社を除きます。）に対しては最終的に金銭
を交付する方法により、当社を完全子会社化することを予定しているとのことです。この場合に当該当社の
各株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該各株主が所有していた当社株式の数を乗じ
た価格と同一になるよう算定される予定とのことです。また、本公開買付けに応募されなかった当社の本新
株予約権に係る新株予約権者に対して金銭を交付する場合には、本公開買付けにおける本新株予約権のそれ
ぞれの買付け等の価格に当該各新株予約権者が所有していた当社の本新株予約権の数を乗じた価格と同一
になるよう算定する予定とのことです。
上記の本臨時株主総会を開催する場合、平成 27 年 12 月中旬頃を目処に開催することを要請する予定と
のことですが、本完全子会社化の具体的な手続及びその実施時期等については、決定次第、当社が速やかに
公表する予定です。なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における当社の株主の皆様の賛同を勧誘するも
のではなく、また、そのように解釈されるべきものでもございません。
（６）本公開買付け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
当社並びに公開買付者及びエクイニクスは、本公開買付価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定する
に至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、以下のような措置を実施いたしま
した。
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
（ⅰ）普通株式
公開買付者によれば、公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及びエクイニ
クスグループ並びに当社から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、当社の株式価値の算定を依頼し、平成 27 年９月７日付で取得した株式価値算定
書を参考にしたとのことです。なお、公開買付者は、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）を取得していないとのことです。
みずほ証券は、市場株価基準法、類似企業比較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。
）の各手法を用いて当社の株式価値の算定を行ったとのことです。上記各手
法において算定された当社株式１株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとのことです。
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市場株価基準法：

381 円から 497 円

類似企業比較法：

895 円から 1,179 円

DCF 法：

763 円から 1,000 円

市場株価基準法では、平成 27 年９月７日を基準日として、東京証券取引所における当社株式の基準
日終値（381 円）
、過去１ヶ月間の終値の単純平均値（437 円）、過去３ヶ月間の終値の単純平均値（467
円）及び過去６ヶ月間の終値の単純平均値（497 円）をもとに、１株当たりの株式価値の範囲を 381 円
から 497 円と算定しているとのことです。
類似企業比較法では、当社と類似する事業を営む上場会社の市場株価や収益性を示す財務指標との比
較を通じて、当社の株式価値を評価し、１株当たりの株式価値を 895 円から 1,179 円と算定していると
のことです。
DCF 法では、平成 28 年７月期から平成 31 年７月期までの当社の事業計画、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前提とした平成 28 年７月期以降に当社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引くことにより当社の株式価値を評価し、１株当
たりの株式価値を 763 円から 1,000 円と算定しているとのことです。また、DCF 法の前提とした当社の
将来の財務予測について、大幅な増減益を見込んでいる事業年度はないとのことです。
公開買付者は、みずほ証券から取得した株式価値算定書における当社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、当社株
式の過去６ヶ月間の市場株価の動向、当社との協議・交渉の結果、当社による本公開買付けへの賛同の
可否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、最終的に平成 27 年９月８日に本公
開買付価格を 922 円とすることを決定したとのことです。
本公開買付価格である 922 円は、本公開買付けについての公表日の前営業日である平成 27 年９月７
日の東京証券取引所における当社株式の終値（381 円）に対して 141.99％、同日までの過去１ヶ月間の
終値単純平均値（437 円）に対して 110.98％、同過去３ヶ月間の終値単純平均値
（467 円）
に対して 97.43％、
同過去６ヶ月間の終値単純平均値（497 円）に対して 85.51％のプレミアムをそれぞれ加えた価格にな
るとのことです。
（ⅱ）本新株予約権
第 10 回 C プラン新株予約権を除く本新株予約権については、当該各新株予約権における当社株式の
１株当たりの行使価額はいずれも本公開買付価格（922 円）を下回っていることから、新株予約権に係
る買付け等の価格を本公開買付価格（922 円）と当該各新株予約権の当社株式１株当たりの行使価額と
の差額に当該各新株予約権の１個の目的となる当社株式の数を乗じた金額にそれぞれ決定したとのこ
とです。当該各新株予約権に係る買付け等の価格は具体的には以下の表に記載のとおりになるとのこと
です。
行使価額（円） 本公開買付価

第５回新株予約
権
第６回新株予約
権
第７回 B プラン
新株予約権
第７回 C プラン
新株予約権

１個当たり目

１個当たりの

格との差額

的となる当社

買付け等の価

（円）

株式の数（株） 格（円）

585

337

1,000

337,000

327

595

1,000

595,000

1

921

200

184,200

356

566

200

113,200
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第８回 B プラン
新株予約権
第８回 C プラン
新株予約権
第９回 A プラン
新株予約権
第９回 B プラン
新株予約権
第９回 C プラン
新株予約権
第 10 回 A プラン
新株予約権
第 10 回 B プラン
新株予約権
第 11 回 A プラン
新株予約権
第 11 回 B プラン
新株予約権
第 11 回 C プラン
新株予約権
第 12 回 A プラン
新株予約権
第 12 回 B プラン
新株予約権
第 12 回 C プラン
新株予約権
第 13 回 A プラン
新株予約権
第 13 回 B プラン
新株予約権
第 13 回 C プラン
新株予約権

1

921

200

184,200

312

610

200

122,000

1

921

200

184,200

1

921

200

184,200

517

405

200

81,000

1

921

200

184,200

1

921

200

184,200

1

921

100

92,100

1

921

100

92,100

822

100

100

10,000

1

921

100

92,100

1

921

100

92,100

847

75

100

7,500

1

921

100

92,100

1

921

100

92,100

537

385

100

38,500

一方で、第 10 回 C プラン新株予約権については、当社株式１株当たりの行使価額（930 円）が本公
開買付価格（922 円）を上回っていることから、公開買付者は当該新株予約権の買付け等の価格を１円
と決定したとのことです。
なお、本新株予約権は、ストックオプションとして、当社又は子会社の役員又は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当社取締役会の承認を要するものとされ
ておりますが、当社は、平成 27 年９月８日開催の当社取締役会において、本公開買付けが成立するこ
とを条件として、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
募することにより公開買付者に譲渡することについて包括的に承認することを決議しております。
また、公開買付者は第三者算定機関から本新株予約権に係る価値算定書を取得していないとのことで
す。
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
上記「
（３）算定に関する事項」に記載のとおり、当社は、本公開買付けに関する意見表明を行うにあたり、
当社並びに公開買付者及びエクイニクスグループ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
バイザーである三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券から平成 27 年９月７日付で株式価値算定書を取得してお
ります。なお、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券は、当社並びに公開買付者及びエクイニクスの関連当事者
には該当せず、当社並びに公開買付者及びエクイニクスとの間で重要な利害関係を有しません。また、当社は、
三菱 UFJ モルガン・スタンレー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
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取得しておりません。
③

当社における独立した法律事務所からの助言
当社は、当社取締役会の意思決定の公正性及び適正性を確保するため、当社並びに公開買付者及びエクイニ
クスグループから独立したリーガル・アドバイザーとして西村あさひ法律事務所を選任し、同法律事務所から、
本公開買付けを含む本取引に関する当社取締役会の意思決定の方法、過程その他の留意点に関する法的助言を
受けております。

④

当社における利害関係を有しない社外取締役及び社外監査役からの意見の入手
本公開買付け後に予定されている本完全子会社化手続（詳細は、上記「（５）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）」に記載のとおりです。）は、本完全子会社化手続の時点におい
ては公開買付者が支配株主に該当し、東京証券取引所の企業行動規範に定める「支配株主との重要な取引等」
に該当いたします。本公開買付けに係る当社の意見表明自体は、いわゆる「支配株主との重要な取引等」に該
当しませんが、当社としては、本取引が一連の取引であることから、本公開買付けの段階で、本公開買付け時
点の株主と本完全子会社化手続時点の少数株主の皆様にとって、当社株式の全てを取得する本取引の公正性を
確保するべく、当社は、平成 27 年８月に、公開買付者及びエクイニクスグループとの間に利害関係を有しない
者として、社外取締役の安藤国威氏並びに社外監査役の高橋鉄氏、竹原相光氏及び橋本圭一郎氏（なお、社外
取締役の安藤国威氏並びに社外監査役の竹原相光氏及び橋本圭一郎氏は、当社の独立役員として東京証券取引
所に届け出ております。）に対して、本取引が少数株主にとって不利益なものではないかについて諮問をいた
しました。
上記１名の社外取締役及び３名の社外監査役は、本取引の意義に関する当社の説明、上記「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」に記載の株式価値算定書その他の資料を踏まえ、当社
における本取引の意義、本取引により期待できるシナジーの内容、本公開買付価格及び本公開買付けのその他
の諸条件の当社の株主及び新株予約権者にとっての妥当性、本取引の意思決定過程の手続の公正性について協
議及び検討を行ったとのことです。その結果、（ⅰ）当社が認識する事業環境及び課題並びに当社が公開買付
者の完全子会社となることの必要性及び目的、（ⅱ）(a)本公開買付価格の交渉経緯、本公開買付価格の当社の
市場株価に対するプレミアムの水準、(b)上記「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」に記載の株式価値算定書における算定方法は、専門的知見を有する第三者算定機関が、当社株式の
市場価格推移や、当社の特性、強みやリスク等を総合的に判断して採用されたものであり、不合理な点は認め
られないこと、及び(c)上記「（５）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）」
の手続において、本公開買付けに応募されなかった当社の株主及び新株予約権者の皆様に対しては、本公開買
付価格と同額の金銭が交付されることが予定されていること等を含めて、本取引と同種の公開買付け及びその
後の非公開化手続と比較して買付条件及び取得条件に不合理な点は認められず、少数株主にとって不利益とな
る条件も付されていないこと、並びに（ⅲ）本「本公開買付け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」に記載の利益相反を解消するための措置が採られていること等を踏まえ、平成 27 年９月
７日付で、当社は、上記１名の社外取締役及び３名の社外監査役から連名で、(i)本取引は当社の企業価値の向
上を目的として行われるものであること、またその目的に不合理な点は認められないことから、その目的は正
当であり、(ⅱ)本取引により株主及び新株予約権者に交付される対価は、当社株式価値算定書の算定結果の内
容、過去に行われた同種の公開買付けの際に付与されたプレミアムの実例との比較、及び合理的なプロセスを
経て決定されたものと評価できることに照らして、公正な価格であり、その他の買付条件ないし取得条件につ
いても公正性が確保されており、（ⅲ）相当な利益相反の防止措置が採られているなど、本取引に係る意思決
定過程の手続は公正であり、(ⅳ)(i)乃至(ⅲ)その他の事情を前提にすると、本取引は全体として少数株主にと
って不利益なものではないと認められるとの意見を入手しております。

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
当社は、平成 27 年９月８日開催の取締役会において、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券から取得した当社
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株式価値算定書及び算定結果についての説明、西村あさひ法律事務所から得た法的助言、その他の関連資料を
参考の上、本公開買付けを含む本取引に係る諸条件について慎重に協議、検討を行った結果、当社が公開買付
者の完全子会社となり、両社が強固な関係を構築し事業連携を行うことで、両者の共同営業による受注案件の
増加、エクイニクスのグローバル顧客からの強い引き合いを背景にした当社データセンターへの誘致と案件の
獲得、エクイニクスの提供するインターコネクションサービス（クラウドエクスチェンジ、メトロコネクトな
どを含みます。）の当社データセンター内での導入といったシナジー効果が期待できると考えたことから、本
取引が当社グループの企業価値向上に資する取組みであると判断するとともに、本公開買付価格及び本公開買
付けのその他の諸条件は、(i)上記「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」に
記載されている三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券による当社株式の株式価値の算定結果のうち、市場株価分
析及び類似企業比較分析に基づく算定結果のレンジを上回るものであり、DCF 分析に基づく算定結果のレンジ
の範囲内であること、(ⅱ)本公開買付価格 922 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７
日の当社株式の東京証券取引所における終値 381 円に対して 141.99％、平成 27 年９月７日までの直近１ヶ月
の終値単純平均値 437 円に対して 110.98％、平成 27 年９月７日までの直近３ヶ月の終値単純平均値 467 円に
対して 97.43％、平成 27 年９月７日までの直近６ヶ月の終値単純平均値 497 円に対して 85.51％のプレミアム
を加えた金額であり、過去に行われた同種の公開買付けの際に付与されたプレミアムの実例との比較において
も相応のプレミアムが付されていると考えられること、(ⅲ)本「（6）本公開買付け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」に記載の利益相反を解消するための措置が採られており、少数株主
の利益への配慮がなされていると認められることを踏まえ、当社の株主の皆様にとって妥当であり、少数株主
の利益保護に十分留意されており、本公開買付けは、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したとのことです。
上記の取締役会においては、当社の取締役のうち、代表取締役社長である寺田航平氏は、公開買付者との間
で本応募契約を締結しているため、利益相反の疑いを回避する観点から、本公開買付けに関する当社取締役会
における審議及び決議には一切参加しておりません。当該取締役会においては、当社の取締役４名のうち、上
記１名を除く３名の取締役全員が出席し、出席した取締役の全員一致により、本公開買付けに賛同する旨の意
見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び、第 10 回 C プラン新株予約権を除く本新株予約権に係る新株予
約権者の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨を決議いたしました。一方、本新株予約権のうち、
第 10 回 C プラン新株予約権については、買付け等の価格が１円とされていることから、当該新株予約権に関し
て本公開買付けに応募するか否かについては、当該新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨の決議を行いまし
た。また、当該取締役会には当社の監査役４名（常勤監査役１名、社外監査役３名）全員が出席し、いずれも、
当社取締役会が、本公開買付けに関して上記意見を表明することに異議がない旨の意見を述べております。
⑥

他の買付者からの買付機会を確保するための措置
公開買付者は、法令に定められた公開買付期間の最短期間が 20 営業日であるところ、公開買付期間を
30 営業日に設定しているとのことです。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、当社の株主
の皆様及び本新株予約権に係る新株予約権者の皆様に本公開買付けに対する応募につき適切な判断機会
を確保しつ、公開買付者以外の者による買付け等の機会を確保することにより、本公開買付けの公正性の
確保に配慮しているとのことです。

⑦

マジョリティ・オブ・マイノリティに相当する株式数を超える買付予定数の下限の設定
本公開買付けにおける買付予定数の下限については、本基準株式数（36,950,100 株）の３分の２に相当
する株式数（24,633,400 株）に１単元（100 株）加算することにより本基準株式数（36,950,100 株）の
３分の２超となる株式数（24,633,500 株）に設定しているとのことです。
さらに、本公開買付けは、公開買付者の非利害関係者が所有する普通株式数の過半数（いわゆる「マジ
ョリティ・オブ・マイノリティ（majority of minority）」
）に相当する数を超える株式数の応募があることを
成立の条件としています。すなわち、本公開買付けにおける買付予定数の下限（24,633,500 株）は、本基準
株式数（36,950,100 株）から、本応募合意株主が本公開買付けに応募する旨を合意している応募合意株
主所有株式等の全て（当社株式の合計 10,988,700 株、所有割合：29.74％及び新株予約権(合計 1,330 個、
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目的となる当社株式の合計数：202,000 株、所有割合：0.55％)）を控除した株式数（25,759,400 株）の
過半数（12,879,701 株）を１単元（100 株）の倍数に切り上げた数（12,879,800 株）に、応募合意株主
所有株式等の全てを加えた株式数（24,070,500 株）を超えており、いわゆる「マジョリティ・オブ・マ
イノリティ（majority of minority）」に相当する数を超える株式数となっているとのことです。このよ
うに、公開買付者は、公開買付者の利害関係者以外の株主の皆様及び本新株予約権に係る新株予約権者の
皆様の過半数の賛同が得られない場合には、本公開買付けを含む本取引を行わないこととしており、当社
の少数株主の皆様及び本新株予約権に係る新株予約権者の皆様の意思を尊重した買付予定数の下限を設
定しているとのことです。
４．公開買付者と当社の株主・取締役等との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項
公開買付者は、寺田倉庫株式会社（所有株式数：5,220,000 株、所有割合：14.13％）、寺田航平氏（所有株式数：
4,195,700 株、所有割合：11.36％、所有新株予約権の合計 1,330 個、目的となる当社株式の合計数：202,000 株、
所有割合の合計：0.55％）及び寺田保信氏（所有株式数：1,573,000 株、所有割合：4.26％）との間で、それぞ
れ、平成 27 年９月８日付で本応募契約を締結し、応募合意株主所有株式等の全て（当社株式の合計 10,988,700
株、所有割合：29.74％及び新株予約権(合計 1,330 個、目的となる当社株式の合計数：202,000 株、所有割合：
0.55％）を本公開買付けに応募する旨を合意したとのことです。なお、寺田航平氏が所有する新株予約権（第５
回新株予約権 40 個、第７回 B プラン新株予約権 60 個、第８回 B プラン新株予約権 60 個、第９回 B プラン新株予
約権 100 個、第 10 回 B プラン新株予約権 110 個、第 11 回 B プラン新株予約権 240 個、第 12 回 A プラン新株予約
権 137 個、第 12 回 B プラン新株予約権 240 個、第 13 回 A プラン新株予約権 103 個及び第 13 回 B プラン新株予約
権 240 個）についてはその全部又は一部につき当該新株予約権の応募に代えて当該新株予約権の行使によって発
行又は移転された当社株式の全部を応募することができるものとされているとのことです。各本応募契約におい
て、本応募合意株主は、それぞれ、(ⅰ) 本公開買付けが開始された場合には、その所有する当社株式及び本新株
予約権の全てについて、本公開買付けに応募すること(注)、及び、(ⅱ) (a)本応募合意株主が、当社の株主総会
において、公開買付者と協議の上、公開買付者の意向を斟酌して議決権を行使し、平成 27 年 10 月 28 日開催予定
の当社の第 16 期事業年度に係る定時株主総会（以下「当社第 16 期定時株主総会」といいます。）においては、提
案される可能性のある利益配当案に賛同しない議決権行使を行うこと、及び(b)当社第 16 期定時株主総会に適法
な権限を有する代表者又は代理人を出席させるものとし、いずれかの株主により当社の取締役会が提案を予定す
る議案と同一の議題につき異なる内容の提案を行う動議がなされた場合には、当該動議に反対する議決権行使を
行うことに同意しているとのことです。また、寺田倉庫株式会社は、本公開買付けの決済完了後、遅滞なく、当
社がビットアイル品川エリア第１データセンター、ビットアイル品川エリア第２データセンター、ビットアイル
品川エリア第３データセンターＡ棟及びビットアイル品川エリア第３データセンターＢ棟の営業を公開買付者が
合理的に満足する期間継続することができるために必要な当社の不動産利用権を公開買付者が合理的に満足する
方法で第三者に対抗し得るよう保全する措置が講じられるよう商業上合理的な範囲で関係先との交渉等の努力を
行うことに同意しているとのことです。
（注） 当社の取締役会において本公開買付けに関する賛同の決議がなされることを応募の前提条件としている
とのことです。
５．公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容
該当事項はありません。
６．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針
該当事項はありません。
７．公開買付者に対する質問
該当事項はありません。
８．公開買付期間の延長請求
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該当事項はありません。
９．今後の見通し
上記「３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「（２）意見の根拠及び理由」の「④本公開買
付け後の経営方針」、同「（４）上場廃止となる見込み及びその事由」並びに同「
（５）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。
10．その他
当社は、平成 27 年９月８日に公表した「配当予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、同日開催の当社
の取締役会において、平成 27 年７月期の期末配当及び平成 28 年７月期の中間配当を行わないこと並びに平成 28
年７月期の期末配当予想については未定とすることを決議しております。詳細につきましては、当該公表の内容
をご参照ください。
（参考）公開買付者による公表文（別添）

以
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上

平成 27 年９月８日
各

位
会 社 名

Q A O N

代表社員

E J A E 2

職務執行者

古田 敬

合
合

同
同

会

社

会

社

株式会社ビットアイル株券等（証券コード 3811）に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ

QAON 合同会社（以下「公開買付者」といいます。
）は、平成 27 年９月８日、下記のとおり株式会社ビッ
トアイル（コード番号 3811、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。
）第一部上場、
以下「対象者」といいます。
）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。
）及び本新株予約権（
「本新株
予約権」及び各新株予約権の名称については、下記２．
（２）②において定義しております。以下同じとし
ます。
）を金融商品取引法（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。
）に
よる公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）により取得することを決定いたしましたので、お知
らせいたします。
記
１. 買付け等の目的等
（１） 本公開買付けの概要
公開買付者は、エクイニクス・インク（EQUINIX, INC.、本社：米国カリフォルニア州レッドウッド
市、米国NASDAQ上場、コード：EQIX、以下「エクイニクス」といいます。
）の完全子会社であるエクイ
ニクス・ジャパン株式会社（以下「エクイニクス・ジャパン」といいます。
）がその発行済株式を全て
所有するエクイニクス・ジャパン・エンタープライズ株式会社（以下「エクイニクス・エンタープライ
ズ」といいます。
）が、株式保有により対象者の事業活動を支配及び管理することを主たる目的として、
平成27年７月17日に設立した会社です。その後、エクイニクス・エンタープライズは、公開買付者に対
する持分割合の全てをエクイニクス・エンタープライズが新たに設立したEJAE2合同会社に譲渡し、本
日現在、公開買付者の持分はEJAE2合同会社が100％所有しています。また、EJAE2合同会社の持分の
95％はエクイニクス・エンタープライズが所有し、残りの5％はエクイニクスの完全子会社であるエク
イニクス・パシフィック・LLC（以下「エクイニクス・パシフィック」といいます。
）が所有しています。
なお、公開買付者、EJAE2合同会社、エクイニクス・エンタープライズ、エクイニクス・ジャパン、
エクイニクス・パシフィック及びエクイニクスは本日現在、東京証券取引所市場第一部に上場している
対象者株式を所有しておりません。
今般、公開買付者は、対象者株式（本日現在において権利行使期間が到来していない第12回Aプラン
新株予約権、第12回Cプラン新株予約権、第13回Aプラン新株予約権及び第13回Cプラン新株予約権（以
下「権利行使期間未到来新株予約権」といいます。
）を除く本新株予約権の行使により発行又は移転さ
れる対象者株式を含み、本公開買付けに応募しないことに同意している対象者が所有する自己株式を除
きます。
）及び本新株予約権の全てを取得することにより、対象者を完全子会社化することを目的とし
た取引（以下「本取引」といいます。
）の一環として、本公開買付けを実施することを決定いたしまし
た。なお、本書においては、公開買付者の最終の親会社であるエクイニクス並びにエクイニクスの子会
社及び関連会社からなる企業集団を以下「エクイニクスグループ」といいます。
本公開買付けにおいて、公開買付者は平成27年９月８日付で、下記①、②及び③に記載の対象者の株
主との間でそれぞれが所有する対象者株式（合計10,988,700株、所有割合（注１）：29.74％）及び新
株予約権(合計1,330個、目的となる対象者株式の合計数：202,000株、所有割合：0.55％)の全て（以下
-1-

「応募合意株主所有株式等」といいます。）を本公開買付けに応募する旨の契約（以下「本応募契約」
といいます。）を締結しております。本応募契約の概要については、下記「（５）本公開買付けに係る
重要な合意」の「①本応募契約」をご参照下さい。
① 対象者の主要株主である筆頭株主（平成27年７月31日時点）の寺田倉庫株式会社（所有株式数：
5,220,000株、所有割合：14.13％）
② 対象者の主要株主及び第２位の株主（平成27年７月31日時点）であり、かつ対象者の代表取締役
社長を務める寺田航平氏（所有株式数：4,195,700株、所有割合：11.36％、所有新株予約権の合
計1,330個、目的となる対象者株式の合計数：202,000株、所有割合：0.55％）。なお、寺田航平
氏の所有新株予約権については、その全部又は一部につき当該新株予約権の応募に代えて当該新
株予約権の行使によって発行又は移転された対象者株式の全部を応募することができるものとさ
れています。
③ 対象者の第５位の株主（平成27年７月31日時点）であり、かつ寺田倉庫株式会社の代表取締役を
務め、寺田航平氏の父である寺田保信氏（所有株式数：1,573,000株、所有割合：4.26％、寺田
倉庫株式会社、寺田航平氏及び寺田保信氏を総称して以下「本応募合意株主」といいます。）
なお、公開買付者は、平成27年９月８日付で対象者との間で公開買付賛同契約（以下「本公開買付賛
同契約」といいます。）を締結しており、対象者が①本公開買付けに賛同の意見を表明すること、②公
開買付者の事前の書面による承諾を得ずに、対象者株式に関して配当の支払いを行わず、また配当の支
払いに関する取締役会決議もしないこと、及び③対象者がデータセンターの不動産利用権を保全する措
置を講じるよう商業上合理的な努力をすること等の事項に合意しております。本公開買付賛同契約の概
要については、下記「（５）本公開買付けに係る重要な合意」の「②対象者の賛同」をご参照下さい。
（注１）「所有割合」とは、①対象者が平成27年９月８日に公表した「平成27年７月期 決算短信〔日
本基準〕（連結）」（以下「対象者決算短信」といいます。）に記載された平成27年７月31日現
在の対象者の発行済株式総数（36,002,000株）に、②対象者が平成26年10月28日に提出した第15
期有価証券報告書（以下「対象者第15期有価証券報告書」といいます。）に記載された平成26年
９月30日現在の本新株予約権9,050個の目的となる対象者株式の数（1,444,700株）に同日から平
成27年７月31日までの変動1,820個（以下「対象者本新株予約権変動数」といいます。）の目的と
なる対象者株式の数（103,400株）（注２）を反映した数（本新株予約権の数：10,870個、目的と
なる対象者株式の数：1,548,100株）を加算し、③対象者決算短信に記載された対象者が平成27年
７月31日現在所有する自己株式数（600,000株）を控除した株式数（36,950,100株。以下「本基準
株式数」といいます。）に占める割合をいいます（小数点以下第三位を四捨五入し、以下同様に
計算しております。）。
（注２）対象者によると、対象者第15期有価証券報告書の提出後、対象者は以下の「（ⅰ）新規発行に
より増加した新株予約権」に記載のとおり新株予約権を発行し合計3,012個（目的となる対象者株
式の数301,200株）の新株予約権が増加したのに対し、「（ⅱ）行使又は消却により減少した新株
予約権」に記載のとおり行使又は消却により合計1,192個（目的となる対象者株式の数197,800株）
の新株予約権が減少し差引1,820個（目的となる対象者株式の数103,400株）の新株予約権が増加
しているとのことです。
（ⅰ）新規発行により増加した新株予約権
新株予約権の名称

平成27年７月31日現在の個数

目的となる対象者株式の数（株）

第13回Aプラン新株予約権

250

25,000

第13回Bプラン新株予約権

620

62,000

第13回Cプラン新株予約権

2,142（注３）

214,200

3,012

301,200

合計

（注３）対象者は第13回Cプラン新株予約権を当初2,189個発行したものの、その後消却により47個減
少したことから、第13回Cプラン新株予約権は対象者第15期有価証券報告書の提出後、差引2,142
個増加しています。
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（ⅱ）行使又は消却により減少した新株予約権
新株予約権の名称

減少の原因

減少した個数

目的となる対象者株式の数（株）

第５回新株予約権

行使又は消却

24

24,000

第６回新株予約権

消却

1

1,000

第７回Bプラン新株予約権

行使

40

8,000

第７回Cプラン新株予約権

消却

5

1,000

第８回Bプラン新株予約権

行使

40

8,000

第８回Cプラン新株予約権

行使又は消却

25

5,000

第９回Aプラン新株予約権

行使

102

20,400

第９回Bプラン新株予約権

行使

40

8,000

第９回Cプラン新株予約権

消却

42

8,400

第10回Aプラン新株予約権

行使

169

33,800

第10回Bプラン新株予約権

行使

38

7,600

第10回Cプラン新株予約権

消却

60

12,000

第11回Aプラン新株予約権

行使

303

30,300

第11回Bプラン新株予約権

行使

51

5,100

第11回Cプラン新株予約権

消却

126

12,600

第12回Bプラン新株予約権

行使

24

2,400

第12回Cプラン新株予約権

消却

102

10,200

―

1,192

197,800

合計

（注４）本新株予約権に含まれていない第３回新株予約権、行使完了新株予約権（下記２．（２）②
（注１）に定義されます。
）である第７回 A プラン新株予約権及び第８回 A プラン新株予約権（下
記２．
（２）②（注１）に定義されます。
）は本日までに全て行使され又は行使期間満了により消
滅しており上記の表から除外してあります。
本公開買付けにおいては、買付予定数の下限を24,633,500株（
（注５）所有割合にして66.67％）に設
定しており、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合には、応募株券等の全部の買付
け等を行いません。一方、本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設けておりませんので、応募
株券等の数の合計が買付予定数の下限（24,633,500株）以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等
を行います。また、本公開買付けにより、公開買付者が対象者株式及び本新株予約権の全て（ただし、
対象者が所有する自己株式を除きます。
）を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、公
開買付者が対象者株式の全て（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。
）を所有することにな
るよう、下記「
（３）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（以下「本完全子会社化手続」といいます。
）を実施することを予定しています。また、
公開買付者は、本公開買付けの成立を条件として、本公開買付けの決済に充当する資金として、株式会
社三菱東京UFJ銀行から総額475億円を上限として借入れを行うこと及び完全親会社であるEJAE2合同会
社から総額123億円を上限として借入れを行うことを予定しております。
対象者が公表した平成27年９月８日付「QAON合同会社による当社株券等に対する公開買付けに関する
意見表明のお知らせ」（以下「対象者プレスリリース」といいます。）によれば、対象者は、下記
「（６）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」の「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」に記載の株式価値算定書（以下「対象者株式価値算定書」といいます。）、同「③
対象者における独立した法律事務所からの助言」に記載の法的助言、同「④ 対象者における利害関係
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を有しない社外取締役及び社外監査役からの意見の入手」に記載の入手した意見書等を踏まえ、本取引
に関して慎重に協議・検討を行ったとのことです。そして、本公開買付けにおける１株当たりの買付け
等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）である922円は、本公開買付け公表日の前営業日で
ある平成27年９月７日の対象者株式の東京証券取引所における終値381円に対して141.99％（小数点以
下第三位を四捨五入。以下、プレミアムの計算において同じとします。）、平成27年９月７日までの直
近１ヶ月の終値単純平均値437円（小数点以下を四捨五入。以下、平均株価の計算において同様です。）
に対して110.98％、平成27年９月７日までの直近３ヶ月の終値単純平均値467円に対して97.43％、平成
27年９月７日までの直近６ヶ月の終値単純平均値497円に対して85.51％のプレミアムを加えた金額であ
ることや、対象者の第三者算定機関である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（以下「三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券」といいます。）より取得した対象者株式価値算定書に示された１株当たり
の株式価値の範囲を考慮し、本公開買付けを含む本取引に関する諸条件について慎重に検討を行った結
果、対象者の平成27年９月８日開催の取締役会において、本公開買付けについて利益が相反するおそれ
がある対象者の代表取締役社長の寺田航平氏を除く全ての取締役の全員一致で、本公開買付けへの賛同
の意見を表明し、かつ、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を、ま
た、本新株予約権のうち、第10回Cプラン新株予約権を除く本新株予約権についても、第10回Cプラン新
株予約権を除く本新株予約権の買付け等の価格は、本公開買付価格922円と当該各新株予約権の対象者
株式１株当たりの行使価額との差額に、当該各新株予約権の１個の目的となる対象者株式の数を乗じた
金額にそれぞれ決定されていることから、第10回Cプラン新株予約権を除く本新株予約権に係る新株予
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行ったとのことです。一方、本
新株予約権のうち、第10回Cプラン新株予約権については、買付け等の価格が１円とされていることか
ら、当該新株予約権に関して本公開買付けに応募するか否かについては、当該新株予約権者の皆様のご
判断に委ねる旨の決議を行ったとのことです。なお、上記の対象者取締役会には、対象者の監査役４名
（常勤監査役１名、社外監査役３名）全員が出席し、いずれも、取締役会が、本公開買付けに関して上
記意見を表明することに異議がない旨の意見を述べているとのことです。
上記対象者取締役会決議の詳細は、下記「（６)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」の「⑤対象者におけ
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」を
ご参照下さい。
（注５）買付予定数の下限は本基準株式数（36,950,100株）の３分の２に相当する株式数（24,633,400
株）に１単元（100株）加算することにより本基準株式数（36,950,100株）の３分の２超となる株
式数（24,633,500株）に設定しています。
（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
① 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
エクイニクスは、成長し続ける情報化社会の活力を支えるというビジョンを掲げ、平成10年に米
国のカリフォルニア州で事業を開始しました。エクイニクスグループは、
「Protect, connect and
power the digital economy （デジタルエコノミーを保護し、接続し、強化する）
」というミッショ
ンの下、北米・南米、ヨーロッパ、中東、アジア太平洋地域の15ヶ国、33の市場において100拠点を
超えるデータセンターにてコロケーション（注１）及びインターコネクション（注２）サービスを
提供する事業者です。日本においてはエクイニクスを完全親会社とするエクイニクス・ジャパンが
平成12年より事業を開始し、本日現在、東京都内の大田区、品川区、江東区及び千代田区の４拠点
に大阪市を加えた計５拠点にてデータセンター関連サービスを提供しており、平成28年初旬には国
内６拠点目となる新たなデータセンターを東京都江東区にて開設する予定です。
一方、対象者は、ITアウトソーシング請負業務を目的として平成12年６月に寺田倉庫株式会社の
出資を受けて設立され、本日現在、インターネットデータセンター(注３)の運営を中核として事業
を展開し、顧客のITシステムのアウトソーシングの需要に対応しています。平成13年３月に東京都
内にデータセンターを開設したのを皮切りに、その後東京都内でデータセンターを順次開設し、平
成23年６月には大阪にデータセンターを開設し、平成27年３月には東京都内で第５データセンター
を開設しました。対象者は、本日現在、日本国内で６つのデータセンターを運営し、顧客に近接す
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る都市型のデータセンターを展開しています。データセンターの維持・管理には多くの電力を消費
するため、対象者は平成25年２月に大規模な太陽光発電の操業を開始し、環境負荷の低い電力の提
供により持続可能な事業運営に取り組んでおります。このような業容の発展に伴って、対象者は平
成18年７月に大阪証券取引所ヘラクレス（現東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）
）に上場し、平
成25年７月には、東京証券取引所市場第一部への上場を果たしています。なお、対象者によると、
平成26年９月に平成27年７月期を初年度とする中期経営計画（平成27年７月期から平成29年７月
期）を策定し、効率的な収益確保と今後も拡大が見込まれるデータセンター市場の需要確保に向け
た事業戦略・体制構築を掲げているとのことです。具体的には、中期経営計画（平成27年７月期か
ら平成29年７月期）達成に向け、競争力の高い第５データセンターの開設による新たな顧客層の開
拓、営業人員の拡充及び国内主要都市での事業拠点の開所による営業体制強化等に取り組んでいる
とのことです。
日本国内におけるITアウトソーシングサービス市場に関しては、平成25年に２兆9,787億円であっ
た市場規模がその後５年間年平均成長率3.1％で推移し、平成30年には３兆4,758億円となることが
見込まれております（当該見込みは対象者が平成26年８月21日付の「ITアウトソーシング市場の実
態と展望 2014 株式会社矢野経済研究所」により確認したものです。）。ITアウトソーシングサー
ビスは、利用者側にとってはコスト削減に繋がるサービスでもあるため、景気の先行きに不透明感
が増す状況の中でも、ユーザーニーズの多様化に対応したサービスによってコスト削減を実現させ
つつ経営基盤強化に繋がるサービスの提供が可能な企業を中心に、当該市場は引き続き堅調な成長
を継続することが予想されております。さらに、インターネット資産に対する企業の考え方は「所
有」から「利用」への傾向に変化していることも対象者及び対象者の連結子会社９社（本日現在、
以下「対象者グループ」といいます。）で構成される対象者グループの事業領域を牽引する要因に
なっております。また、対象者グループの中核サービスであるiDCサービス（注４）が属するデータ
センター市場に関しては、平成25年に8,948億円であった市場が、クラウドコンピューティングや
SaaS（注５）等新たなサービス需要の高まりなどにより、年平均成長率6.6％で成長し、平成30年に
は１兆2,315億円に達すると見込まれております（出典：IDC Japanプレスリリース「国内データセ
ンターサービス市場予測を発表」(平成26年10月1日)）。
このような業界環境において、エクイニクスとしては、グローバルの顧客からの強い引き合いを
背景にかねてより日本における今後の事業拡大について検討を重ねてきました。大幅な業務拡大に
は時間が必要となるところ、新たな事業パートナーとして独立系データセンター専業である対象者
に着目するようになりました。対象者をエクイニクスグループに迎え入れることにより、国内デー
タセンター市場において延床面積ベースで増加を図り、さらにコロケーション分野でも売上の増加
を図ることが可能になるなど、日本国内において事業基盤を拡大していくことが可能になるとの判
断に至りました。
このような状況において、エクイニクスは平成26年５月頃より本取引について初期的な検討を開
始し、平成27年３月から対象者との本格的な協議を開始しました。対象者としても、データセン
ター市場は今後も成長が見込まれるものの、相次ぐデータセンターの開設や異業種企業からの参入
も含め、業界内での競争は今後ますます激化する中で、対象者の中期経営計画（平成27年７月期か
ら平成29年７月期）を達成し、企業価値の向上を実現させるために、エクイニクスグループのノウ
ハウや経験さらにはグローバルな顧客基盤を共有・活用することにより、一層の成長が期待できる
との考えのもと、両者の企業価値向上に向け複数回の協議・検討を行ってまいりました。両者はコ
ロケーションを中心とした事業モデルであること、設立から10年を超える今日においても積極的に
事業拡大を推進する企業カルチャーを有すること、急成長しているクラウド市場への対応など次世
代を見据えた事業展開など共通点も多く、対象者をエクイニクスグループに迎え入れることで両者
が相互のノウハウや経験を有効活用することが可能となります。さらに、エクイニクスグループは
非日系顧客との取引に強みを有しているのに対し、対象者は日本国内の顧客に強いつながりを持っ
ていることから両者が相互の基盤等を共有・活用することにより、エクイニクスグループにおいて
は日本国内の顧客と、対象者にとっては非日系顧客との取引拡大が見込まれます。このように、両
者の統合はシナジー効果を生み出し、国内・外におけるデータセンター市場における両者の地位を
高めていくことが見込まれるとの認識で一致しました。具体的なシナジーとしては、両者の共同営
業による受注案件の増加、エクイニクスのグローバル顧客からの強い引き合いを背景にした対象者
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データセンターへの誘致と案件の獲得、エクイニクスの提供するインターコネクションサービス
（クラウドエクスチェンジ（注６）、メトロコネクト（注７）などを含みます。）の対象者データ
センター内での導入といった効果が期待できると考えております。さらに、エクイニクスは対象者
を公開買付者の完全子会社とすることにより、エクイニクスグループとしてガバナンス体制及び運
営方法を統一し、グループ全体での効率的な経営を目指すとともに、上記シナジーの実現に向け、
エクイニクスグループ間での情報共有及び柔軟かつ機動的な意思決定を通じ、迅速かつ効率的な事
業展開を図ることが可能になると考えております。また、エクイニクスが米国NASDAQ市場に上場し
ているところ、対象者は本書提出日現在において東京証券取引所市場第一部に上場しており両者の
統合後も対象者が上場を維持し続けると上場維持コスト(有価証券報告書等の継続開示に係る費用、
株主総会開催及び株主名簿管理人に係る費用等)を負担することになりエクイニクスグループ全体と
して見た場合には経営が非効率になること、また、今後ますます競争が激化することが予想される
データセンター業界において対象者をエクイニクスグループの一員として一体経営することにより
日本国内でのプレゼンス強化が図れることから、公開買付者は対象者を単なる資本提携先や親子関
係に留めるのではなく完全子会社化することが両者の企業価値を向上させるために最善の選択肢で
あるとの結論に至りました。
上記協議・検討を経て、エクイニクスは、平成27年７月17日に本取引を実行するための買収目的
会社として公開買付者をエクイニクス・エンタープライズの子会社として設立しました。その後、
公開買付者は、対象者との間で本取引の諸条件について協議・交渉を重ね、最終的に、平成27年９
月８日に、本取引の一環として本公開買付けを実施することを決定いたしました。
（注１）利用者の通信機器や情報発信用のコンピュータ(サーバ)を、回線設備の整った施設に設置す
ること。
（注２）利用者の通信機器やサーバ同士を、データセンター内及びデータセンター間で相互に接続す
るサービスのこと。
（注３）顧客のサーバを預かり、インターネットへの接続(コネクティビティ)と、サーバの運用、監
視環境(ファシリティ)を提供するサービス、またはその施設のこと。
（注４）「コロケーションサービス」及び「ネットワークサービス」を中心としたデータセンターの
インフラストラクチャーを顧客企業に安全かつ安定的に提供するサービスのこと。
（注５）ソフトウェア・アズ・ア・サービスの略で、必要な機能を必要な分だけサービスとして利用
できるようにしたソフトウェア（主にアプリケーションソフトウェア）もしくはその提供形態
のこと。
（注６）エクイニクスグループが提供するプライベート接続の一種であり、これによりエクイニクス
グループが運営するデータセンター内において複数のクラウドサービスへの自動接続が可能と
なるサービスのこと。
（注７）同一地域に所在するエクイニクスグループの複数のデータセンター間を接続した専用の回線
を経由することにより、接続先の他のデータセンター内の他のユーザーや通信キャリアとの直
接接続を可能にするサービスのこと。
② 本公開買付け後の経営方針
本公開買付け終了後における対象者の経営方針については、対象者のこれまで築いた国内の独立
系の事業者として中立的な立場からお客様本位のサービスを提供するという「Bit-isle」ブランド
を維持しつつ、シナジーの実現に向けての具体策を対象者と協議し、速やかに実施していく考えで
す。なお、対象者の役員構成については、対象者の定款で定められた員数の範囲で、取締役を増員
したうえで、公開買付者の指名した者が対象者の取締役の過半数を占めるように取締役を派遣する
予定ですが、本公開買付け終了後、対象者の代表取締役社長である寺田航平氏は代表取締役社長と
して、対象者の他の取締役は継続して対象者の経営にあたる予定です。詳細については、今後対象
者と協議・検討の上、決定する予定です。
（３） 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）
公開買付者は、本公開買付けにより、対象者株式の全て（ただし、対象者が所有する自己株式を除き
ます。）を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、以下のいずれかの方法により、公開
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買付者が対象者株式の全て（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得することを企図
しております。
① 株式等売渡請求
本公開買付けの成立により、公開買付者が所有する対象者の議決権が対象者の総株主の議決権の
90％以上となった場合には、公開買付者は、本公開買付けの決済完了後速やかに、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179条に基づき、対象者の株主（公開
買付者及び対象者を除きます。
）の全員（以下「売渡株主」といいます。
）に対してはその所有する
対象者株式（以下「売渡株式」といいます。
）の全部を売り渡すことを請求（以下「本株式売渡請求」
といいます。
）し、本新株予約権に係る新株予約権者（公開買付者を除きます。
）の全員（以下「売
渡新株予約権者」といいます。
）に対してはその所有する本新株予約権（以下「売渡新株予約権」と
いいます。
）の全部を売り渡すことを請求（以下「本新株予約権売渡請求」といい、
「本株式売渡請
求」とあわせて「本株式等売渡請求」といいます。
）します。本株式売渡請求においては、売渡株式
１株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を売渡株主に対して交付することを定める
予定であり、一方、本新株予約権売渡請求においては、本新株予約権のそれぞれの買付け等の価格
と同額の金銭を売渡新株予約権者に対して交付することを定める予定です。この場合、公開買付者
は、その旨を、対象者に通知し、対象者に対し本株式等売渡請求の承認を求めます。対象者がその
取締役会の決議により本株式等売渡請求を承認した場合には、関係法令の定める手続に従い、売渡
株主及び売渡新株予約権者の個別の承諾を要することなく、公開買付者は、本株式等売渡請求にお
いて定めた取得日をもって、売渡株主からは売渡株式を、売渡新株予約権者からは売渡新株予約権
の全部を取得します。この場合、売渡株主がそれぞれ所有していた対象者株式の対価として、公開
買付者は、当該各株主に対しては対象者株式１株当たりの金銭の額と本公開買付価格が同一となる
よう、一方で売渡新株予約権者に対しては本新株予約権１個当たりの金銭の額と本新株予約権のそ
れぞれの買付け等の価格が同一となるよう算定し金銭を交付する予定です。なお、対象者プレスリ
リースによれば、対象者の取締役会は、公開買付者より本株式等売渡請求がなされた場合には、本
株式等売渡請求を承認する予定とのことです。なお上記に関連する少数株主の権利保護を目的とし
た会社法上の規定としては、会社法第179条の８その他関係法令の定めに従って、売渡株主及び売渡
新株予約権者は、裁判所に対して売渡株式及び売渡新株予約権の売買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。なお、この方法による売渡株式及び売渡新株予約権の売買価格
については、最終的に裁判所が判断することになります。
② 株式併合
本公開買付けが成立したものの、公開買付者が所有する対象者の議決権が対象者の総株主の議決
権の90％未満である場合には、公開買付者は、
（ⅰ）対象者株式の併合を行うこと（以下「本株式併
合」といいます。
）及び（ⅱ）本株式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に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。
）
の開催を対象者に要請します。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成す
る予定です。本臨時株主総会において本株式併合の議案について承認された場合には、本株式併合
がその効力を生ずる日において、対象者の株主の皆様は、本臨時株主総会において承認された株式
併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。この場合、本株式併合をすること
により株式の数に１株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた株主の皆様に対して、会社法
第235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。以下同じとします。
）に相当する対象者株式を対
象者又は公開買付者に売却することによって得られる金銭が交付されることになります。当該端数
の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募され
なかった対象者の各株主の皆様に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有して
いた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の
申立てが行われる予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本日現在未定ですが、公開買付者
が対象者株式の全てを所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対象者の株主の
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皆様（公開買付者を除きます。
）の所有する対象者株式の数が１株に満たない端数となるよう決定さ
れる予定です。
なお上記に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定としては、株式併合をする
ことにより株式の数に１株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の４及び第182条の５そ
の他の関係法令の定めに従い、対象者の株主は、対象者に対して自己の所有する株式のうち１株に
満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所
に対して対象者株式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。なお、この
方法による１株あたりの買取価格については、最終的に裁判所が判断することになります。
また、公開買付者は、本公開買付けが成立したものの、公開買付者が所有する対象者の議決権が
対象者の総株主の議決権の90％未満である場合で、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、本新株予約権が行使されず残存した場合には、対象者に本新株予約権の取得、本
新株予約権に係る新株予約権者による放棄の勧奨等、本取引の実行に合理的に必要な手続を実施し
ていただく予定でおります。
公開買付者は、本完全子会社化手続の実行後、速やかに対象者を存続会社、公開買付者を消滅会
社とする吸収合併を行う予定です。
上記①及び②の各手続については、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
公開買付者の株券等所有割合及び公開買付者以外の対象者の株主の対象者株式の所有状況等によっ
ては、実施に時間を要し、又はそれと概ね同等の効果を有するその他の方法に変更する可能性があ
ります。ただし、その場合でも、本公開買付けに応募されなかった対象者の各株主（対象者を除き
ます。
）に対しては最終的に金銭を交付する方法により、対象者を完全子会社化することを予定して
います。この場合に当該対象者の各株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該
各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定される予定です。また、
本公開買付けに応募されなかった対象者の本新株予約権に係る新株予約権者に対して金銭を交付す
る場合には、本公開買付けにおける本新株予約権のそれぞれの買付け等の価格に当該各新株予約権
者が所有していた対象者の本新株予約権の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。
上記の本臨時株主総会を開催する場合、平成27年12月中旬頃を目処に開催される予定ですが、本
完全子会社化の具体的な手続及びその実施時期等については、決定次第、対象者が速やかに公表す
る予定です。なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘す
るものではなく、また、そのように解釈されるべきものでもございません。
（４） 上場廃止となる見込み及びその理由
対象者株式は本日現在、東京証券取引所に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付けにお
いて買付予定数に上限を設定しておらず、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は東京証券取引所
の上場廃止基準に従い、所定の手続き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「（３)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）」に記載のとおり、対象者株式の全てを取得することを予定
しておりますので、その場合には、対象者株式は上場廃止となります。上場廃止後は、対象者株式を東
京証券取引所において取引することはできません。
（５） 本公開買付けに係る重要な合意
① 本応募契約
公開買付者は、寺田倉庫株式会社（所有株式数：5,220,000 株、所有割合：14.13％）
、寺田航平
氏（所有株式数：4,195,700 株、所有割合：11.36％、所有新株予約権の合計 1,330 個、目的となる
対象者株式の合計数：202,000 株、所有割合：0.55％）及び寺田保信氏（所有株式数：1,573,000 株、
所有割合：4.26％）との間で、それぞれ、平成 27 年９月８日付で本応募契約を締結し、応募合意株
主所有株式等の全て（対象者株式の合計 10,988,700 株、所有割合：29.74％及び新株予約権(合計
1,330 個、目的となる対象者株式の合計数：202,000 株、所有割合：0.55％)）を本公開買付けに応
募する旨を合意しました。なお、寺田航平氏が所有する新株予約権（第５回新株予約権 40 個、第７
回 B プラン新株予約権 60 個、第８回 B プラン新株予約権 60 個、第９回 B プラン新株予約権 100 個、
-8-

第 10 回 B プラン新株予約権 110 個、第 11 回 B プラン新株予約権 240 個、第 12 回 A プラン新株予約
権 137 個、第 12 回 B プラン新株予約権 240 個、第 13 回 A プラン新株予約権 103 個及び第 13 回 B プ
ラン新株予約権 240 個）については、その全部又は一部につき当該新株予約権の応募に代えて当該
新株予約権の行使によって発行又は移転された対象者株式の全部を応募することができるものとさ
れています。各本応募契約において、本応募合意株主は、それぞれ、(ⅰ) 本公開買付けが開始され
た場合には、その所有する対象者株式及び本新株予約権の全てについて、本公開買付けに応募する
こと(注１)、及び、(ⅱ)（a）本応募合意株主が、対象者の株主総会において、公開買付者と協議の
上、公開買付者の意向を斟酌して議決権を行使し、平成 27 年 10 月 28 日開催予定の対象者の第 16
期事業年度に係る定時株主総会（以下「対象者第 16 期定時株主総会」といいます。
）においては、
提案される可能性のある利益配当案に賛同しない議決権行使を行うこと、及び（b）対象者第 16 期
定時株主総会に適法な権限を有する代表者又は代理人を出席させるものとし、いずれかの株主によ
り対象者の取締役会が提案を予定する議案と同一の議題につき異なる内容の提案を行う動議がなさ
れた場合には、当該動議に反対する議決権行使を行うことに同意しております。また、寺田倉庫株
式会社は、本公開買付けの決済完了後、遅滞なく、対象者がビットアイル品川エリア第１データセ
ンター、ビットアイル品川エリア第２データセンター、ビットアイル品川エリア第３データセン
ターA 棟及びビットアイル品川エリア第３データセンターB 棟の営業を公開買付者が合理的に満足す
る期間継続することができるために必要な対象者の不動産利用権を公開買付者が合理的に満足する
方法で第三者に対抗し得るよう保全する措置が講じられるよう商業上合理的な範囲で関係先との交
渉等の努力を行うことに同意しております。
（注１）対象者の取締役会において本公開買付けに関する賛同の決議がなされることを応募の前提条
件とします。
② 対象者の賛同
公開買付者は、平成 27 年９月８日付（以下「効力発生日」といいます。
）で対象者との間で本公
開買付賛同契約を締結し、対象者が本公開買付けに賛同の意見を表明することを含む、以下の概要
に記載するその他の事項に合意しております。
（i） 対象者は、本公開買付けが成立することを条件として、本新株予約権が現保有者から公開買
付者に対して、本公開買付けを通じて譲渡されることについて、対象者の取締役会で包括的
に承認したことを表明しかつ保証すること。また、対象者は、本公開買付けの決済の完了ま
での間、当該承認を撤回しないことをここに誓約し、公開買付者は、当該承認手続きが下記
(ⅲ)に反しないことに同意すること。
（ii）対象者は、効力発生日から本公開買付賛同契約の解除又は公開買付者の指名した者が対象者
の取締役の過半数を占める日のいずれか早い方までの間（以下「本制限期間」といいま
す。）、公開買付者の事前の書面による同意なく、対象者は、次の行為を行ってはならない。
（a）配当の発表若しくは支払いを行うこと、又は対象者株式に関するその他の分配若しくは
支払いを行うこと、（b）第三者に対し、普通株式、新株予約権、新株予約権付社債又はその
他の対象者の普通株式に転換可能な証券若しくは権利を発行し、若しくはそれらの発行に合意
すること、又は、その他の方法により買収防衛策を採用し、若しくは実施すること、（c）合
併、会社分割、株式交換、株式移転、重要な資産の売却若しくは譲渡、又はその他の方法によ
り対象者の事業に重大な変化をもたらすこと。
（iii） 対象者は、本制限期間中、直接間接を問わず、第三者に対し、対象者の株式、新株予約権又
は資産の買収、譲渡、処分等に係る一定の提案に関する勧誘、意図的な奨励又は促進、交渉、
情報提供、合意の締結等を行ってはならない。かかる定めにかかわらず、対象者の取締役会
が、これらの行為を行わないことが対象者の取締役の善管注意義務違反になるおそれを惹起
することになるものと合理的に判断した場合は、対象者の取締役会が対象者の取締役の善管
注意義務と矛盾すると合理的に判断する本公開買付賛同契約に基づく義務の履行の一時的な
停止又は不履行を含む、対象者の取締役の善管注意義務を遵守するために必要であると対象
者の取締役会が合理的に判断した行動をとることができる。この場合、公開買付者は、その
裁量により本公開買付賛同契約を解除することができる。
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（iv）対象者は、本公開買付けの決済完了後、公開買付者による対象者に対する支配権の実効化の
ために商業上合理的に必要な協力を行うものとする。これには公開買付者の指名する取締役
の選任、株主総会の開催時期及び内容、並びに完全子会社化及び上場廃止のための手続に関
する協力を含むが、これらに限られないものとする。
（v） 対象者は、本公開買付けの決済完了後、本応募合意株主と協力し、遅滞なく、対象者がビッ
トアイル品川エリア第１データセンター、ビットアイル品川エリア第２データセンター、
ビットアイル品川エリア第３データセンターA 棟及びビットアイル品川エリア第３データセン
ターB 棟の営業を公開買付者が合理的に満足する期間継続することができるために必要な対象
者の不動産利用権を公開買付者が合理的に満足する方法で第三者に対抗し得るよう保全する
措置を講じるよう商業上合理的な努力をするものとする。
（vi）対象者は、本公開買付けが開始された場合、その所有する自己株式の全部（600,000 株）につ
いて、本公開買付けに応募しないことに同意する。
（６）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
公開買付者及びエクイニクス並びに対象者は、本公開買付価格の公正性の担保、本公開買付けの実施
を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、以下のような
措置を実施いたしました。
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
公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及びエクイニクスグループ並び
に対象者から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27年９月７日付で取得した株式価値算定書を参考に
しました。なお、公開買付者は、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。詳細につきましては、後記「２．買付け等の概要」の
「
（５）買付け等の価格の算定根拠等」の「①算定の基礎」をご参照ください。
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
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、公
正性及び客観性を担保するための措置として、対象者及び公開買付者並びにエクイニクスグループか
ら独立した第三者算定機関としてのファイナンシャル・アドバイザーである三菱UFJモルガン・スタ
ンレー証券に対象者の株式価値の算定を依頼したとのことです。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、対象者及び公開買付者並びにエクイニクスグループの関連
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いないとのことです。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、複数の株式価値算定手法の中から対象者の株式価値算定に
あたって採用すべき算定手法を検討したうえで、対象者が継続企業であるとの前提の下、対象者株式
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、市場株価分析、類似企業比較
分析及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー分析（以下「DCF分析」といいます。）を用いて
対象者の普通株式の株式価値の分析を行い、対象者は三菱UFJモルガン・スタンレー証券から平成27
年９月７日付で対象者株式価値算定書を取得したとのことです。なお、対象者は、三菱UFJモルガ
ン・スタンレー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
ていないとのことです。
上記各手法において分析された対象者の普通株式の１株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下
のとおりとのことです。
市場株価分析：
437円から497円
類似企業比較分析： 420円から793円
DCF分析：
598円から956円
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市場株価分析では、平成27年９月７日を基準日として、東京証券取引所市場第一部における対象
者株式の直近１ヶ月間の終値単純平均値437円、直近３ヶ月間の終値単純平均値467円及び直近６ヶ月
間の終値単純平均値497円を基に、対象者の普通株式の１株当たりの株式価値の範囲を437円から497
円までと分析しているとのことです。
類似企業比較分析では、対象者と比較的類似する事業を営む上場会社の市場株価や収益性等を示
す財務指標との比較を通じて対象者株式の株式価値を評価し、対象者の普通株式の１株当たりの株式
価値の範囲を420円から793円までと分析しているとのことです。
DCF分析では、対象者の平成28年７月期から平成31年７月期までの事業計画、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前提とした平成28年７月期以降に対象者が将来生み出すと見
込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り戻して企業価値や株式価値を
分析し、対象者の普通株式の１株当たりの株式価値の範囲を598円から956円と分析しているとのこと
です。なお、DCF分析の前提とした対象者の将来の財務予測について、大幅な増減益を見込んでいる
事業年度はないとのことです。
（注）三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、対象者の普通株式の株式価値の分析に際し、対象者か
ら提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料
及び情報等が、すべて正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確
性及び完全性の検証を行っていないとのことです。加えて、対象者の財務予測に関する情報に
ついては、対象者の経営陣により現時点で得られる最善の予測と判断に基づき合理的に作成さ
れたことを前提としているとのことです。また、対象者とその関係会社の資産及び負債（簿外
資産及び負債、その他偶発債務を含みます。）に関して、独自の評価・査定は行っておらず、
第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っていないとのことです。三菱UFJモルガン・スタンレ
ー証券の分析は、平成27年９月７日までの上記情報を反映したものであるとのことです。
また、本新株予約権については、各新株予約権の買付け等の価格を、本公開買付価格と当該各新
株予約権における対象者株式1株当たりの行使価格との差額に当該各新株予約権1個当たりの目的とな
る株式数を乗じた金額（ただし、当該差額がマイナスとなる第10回Cプラン新株予約権の場合は１
円）としており、実質的に普通株式に対する買付価格と同等であることから、対象者は本公開買付け
における第10回Cプラン新株予約権を除く本新株予約権の買付け等への応募を推奨し、第10回Cプラン
新株予約権の買付け等への応募について、当該新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨の意見を表明
するにあたり、第三者からの評価書は取得していないとのことです。
③ 対象者における独立した法律事務所からの助言
対象者プレスリリースによれば、対象者は、対象者取締役会の意思決定の公正性及び適正性を確
保するため、公開買付者及びエクイニクスグループ並びに対象者から独立したリーガル・アドバイ
ザーとして西村あさひ法律事務所を選任し、同法律事務所から、本公開買付けを含む本取引に関する
対象者取締役会の意思決定の方法、過程その他の留意点に関する法的助言を受けているとのことです。
④ 対象者における利害関係を有しない社外取締役及び社外監査役からの意見の入手
対象者プレスリリースによれば、本公開買付け後に予定されている本完全子会社化手続（詳細は、
上記「
（３）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）
」に記載のとお
りです。
）は、本完全子会社化手続の時点においては公開買付者が支配株主に該当し、東京証券取引
所の企業行動規範に定める「支配株主との重要な取引等」に該当するとのことです。本公開買付けに
係る対象者の意見表明自体は、いわゆる「支配株主との重要な取引等」に該当しませんが、対象者と
しては、本取引が一連の取引であることから、本公開買付けの段階で、本公開買付け時点の株主と本
完全子会社化手続時点の少数株主の皆様にとって、対象者株式の全てを取得する本取引の公正性を確
保するべく、対象者は、平成27年８月に、公開買付者及びエクイニクスグループとの間に利害関係を
有しない者として、社外取締役の安藤国威氏並びに社外監査役の高橋鉄氏、竹原相光氏及び橋本圭一
郎氏（なお、社外取締役の安藤国威氏並びに社外監査役の竹原相光氏及び橋本圭一郎氏は、対象者の
独立役員として東京証券取引所に届け出ているとのことです。
）に対して、本取引が少数株主にとっ
て不利益なものではないかについて諮問をしたとのことです。
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上記１名の社外取締役及び３名の社外監査役は、本取引の意義に関する対象者の説明、上記「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」に記載の対象者株式価値算定
書その他の資料を踏まえ、対象者における本取引の意義、本取引により期待できるシナジーの内容、
本公開買付価格及び本公開買付けのその他の諸条件の対象者の株主及び新株予約権者にとっての妥当
性、本取引の意思決定過程の手続の公正性について協議及び検討を行ったとのことです。その結果、
（ⅰ）対象者が認識する事業環境及び課題並びに対象者が公開買付者の完全子会社となることの必要
性及び目的、
（ⅱ）(a)本公開買付価格の交渉経緯、本公開買付価格の対象者の市場株価に対するプレ
ミアムの水準、(b)上記「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」
に記載の対象者株式価値算定書における算定方法は、専門的知見を有する第三者算定機関が、対象者
株式の市場価格推移や、対象者の特性、強みやリスク等を総合的に判断して採用されたものであり、
不合理な点は認められないこと、及び(c)上記「
（３）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）
」の手続において、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主及び新
株予約権者の皆様に対しては、本公開買付価格と同額の金銭が交付されることが予定されていること
等を含めて、本取引と同種の公開買付け及びその後の非公開化手続と比較して買付条件及び取得条件
に不合理な点は認められず、少数株主にとって不利益となる条件も付されていないこと、並びに（ⅲ）
本「
（６）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」に記載の利益相反を解消するための措置が採られている
こと等を踏まえ、平成27年９月７日付で、対象者は、上記１名の社外取締役及び３名の社外監査役か
ら連名で、(i)本取引は対象者の企業価値の向上を目的として行われるものであること、またその目
的に不合理な点は認められないことから、その目的は正当であり、(ⅱ)本取引により株主及び新株予
約権者に交付される対価は、対象者株式価値算定書の算定結果の内容、過去に行われた同種の公開買
付けの際に付与されたプレミアムの実例との比較、及び合理的なプロセスを経て決定されたものと評
価できることに照らして、公正な価格であり、その他の買付条件ないし取得条件についても公正性が
確保されており、
（ⅲ）相当な利益相反の防止措置が採られているなど、本取引に係る意思決定過程
の手続は公正であり、(ⅳ)(i)乃至(ⅲ)その他の事情を前提にすると、本取引は全体として少数株主
にとって不利益なものではないと認められるとの意見を入手しているとのことです。
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
対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成27年９月８日開催の取締役会において、三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券から取得した対象者株式価値算定書及び算定結果についての説明、西村あ
さひ法律事務所から得た法的助言、その他の関連資料を参考の上、本公開買付けを含む本取引に係る
諸条件について慎重に協議、検討を行った結果、対象者が公開買付者の完全子会社となり、両社が強
固な関係を構築し事業連携を行うことで、両者の共同営業による受注案件の増加、エクイニクスのグ
ローバル顧客からの強い引き合いを背景にした対象者データセンターへの誘致と案件の獲得、エクイ
ニクスの提供するインターコネクションサービス（クラウドエクスチェンジ、メトロコネクトなどを
含むとのことです。）の対象者データセンター内での導入といったシナジー効果が期待できることか
ら、本取引が対象者グループの企業価値向上に資する取組みであると判断するとともに、本公開買付
価格及び本公開買付けのその他の諸条件は、(ｉ)上記「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」に記載されている三菱UFJモルガン・スタンレー証券による対象者株
式の株式価値の算定結果のうち、市場株価分析及び類似企業比較分析に基づく算定結果のレンジを上
回るものであり、DCF分析に基づく算定結果のレンジの範囲内であること、（ⅱ)本公開買付価格922
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７日の対象者株式の東京証券取引所にお
ける終値381円に対して141.99％、平成27年９月７日までの直近１ヶ月の終値単純平均値437円に対し
て110.98％、平成27年９月７日までの直近３ヶ月の終値単純平均値467円に対して97.43％、平成27年
９月７日までの直近６ヶ月の終値単純平均値497円に対して85.51％のプレミアムを加えた金額であり、
過去に行われた同種の公開買付けの際に付与されたプレミアムの実例との比較においても相応のプレ
ミアムが付されていると考えられること、（ⅲ）本「（６）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」に記載
の利益相反を解消するための措置が採られており、少数株主の利益への配慮がなされていると認めら
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れることを踏まえ、対象者の株主の皆様にとって妥当であり、少数株主の利益保護に十分留意されて
おり、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
と判断したとのことです。
上記の取締役会においては、対象者の取締役のうち、代表取締役社長である寺田航平氏は、公開
買付者との間で本応募契約を締結しているため、利益相反の疑いを回避する観点から、本公開買付け
に関する対象者取締役会における審議及び決議には一切参加していないとのことです。当該取締役会
においては、対象者の取締役４名のうち、上記１名を除く３名の取締役全員が審議及び決議に参加し、
決議に参加した取締役の全員一致により、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第10回Cプラン新株予約権を除く本新株予約権に係る新株予約権者の皆様が本
公開買付けに応募することを推奨する旨を決議したとのことです。一方、本新株予約権のうち、第10
回Cプラン新株予約権については、買付け等の価格が１円とされていることから、当該新株予約権に
関して本公開買付けに応募するか否かについては、当該新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨を決
議したとのことです。また、当該取締役会には対象者の監査役４名（常勤監査役１名、社外監査役３
名）全員が出席し、いずれも、対象者取締役会が、本公開買付けに関して上記意見を表明することに
異議がない旨の意見を述べているとのことです。
⑥ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
公開買付者は、法令に定められた本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。
）の最短期間が20営業日であるところ、公開買付期間を30営業日に設定しています。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に係る新株予約権者
の皆様に本公開買付けに対する応募につき適切な判断機会を確保しつ、公開買付者以外の者による買
付け等の機会を確保することにより、本公開買付けの公正性の確保に配慮しております。
⑦ マジョリティ・オブ・マイノリティに相当する株式数を超える買付予定数の下限の設定
本公開買付けにおける買付予定数の下限については、本基準株式数（36,950,100株）の３分の２
に 相当 する 株式 数（ 24,633,400 株 ）に１ 単元 （ 100 株 ）加 算す るこ とに より本 基準 株式 数
（36,950,100株）の３分の２超となる株式数（24,633,500株）に設定しています。
さらに、本公開買付けは、公開買付者の非利害関係者が所有する普通株式数の過半数（いわゆる
「マジョリティ・オブ・マイノリティ（majority of minority）
」
）に相当する数を超える株式数の応
募があることを成立の条件としています。すなわち、本公開買付けにおける買付予定数の下限
（24,633,500株）は、本基準株式数（36,950,100株）から、本応募合意株主が本公開買付けに応募す
る旨を合意している応募合意株主所有株式等の全て（対象者株式の合計10,988,700株、所有割合：
29.74％及び新株予約権(合計1,330個、目的となる対象者株式の合計数：202,000株、所有割合：
0.55％)）を控除した株式数（25,759,400株）の過半数（12,879,701株）を１単元（100株）の倍数に
切り上げた数（12,879,800株）に、応募合意株主所有株式等の全てを加えた株式数（24,070,500株）
を超えており、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
る数を超える株式数となっています。このように、公開買付者は、公開買付者の利害関係者以外の株
主の皆様及び本新株予約権に係る新株予約権者の皆様の過半数の賛同が得られない場合には、本公開
買付けを含む本取引を行わないこととしており、対象者の少数株主の皆様及び本新株予約権に係る新
株予約権者の皆様の意思を尊重した買付予定数の下限を設定しています。
２. 買付け等の概要
（１） 対象者の概要
①

名

②

所

③

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名

代表取締役社長 寺田 航平

④

事

容

総合 IT アウトソーシング事業

⑤

資

金

3,569 百万円

在

業

内
本

称

株式会社ビットアイル

地

東京都品川区東品川二丁目２番 28 号
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⑥

設

立

年

月

日

平成 12 年６月 14 日
寺田倉庫株式会社

14.55％

寺田 航平

11.52％

株式会社電通国際情報サービス

9.36％

CBNY-KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP FUND

5.35％

(常任代理人 シティバンク銀行株式会社 証券業務部)
大 株 主 及 び 持 株 比 率

⑦

(平成 27 年１月 31 日現在)

寺田 保信

4.38％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

4.20％

GOLDMAN, SACHS & CO. REG
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)

2.80％

天野 信之

2.05％

清田 卓生

1.82％

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)
(常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 決済事業部)
資

本

関

係

該当事項はありません。

人

的

関

係

該当事項はありません。

1.75％

対象者との間にはエクイニクス・ジャパンが提供
⑧

上場会社と対象者の関係

取

引

関

係

するインターネットエクスチェンジサービス、コ
ロケーションサービス及びこれらに付随する諸
サービスの提供に関する取引があります。

関 連 当 事 者 へ
の 該 当 状 況

対象者は、公開買付者の関連当事者には該当しま
せん。また、対象者の関係者及び関係会社は、公
開買付者の関連当事者には該当しません。

（注）「持株比率」は、対象者が平成 27 年３月 12 日に提出した第 16 期第２四半期報告書の「大株主
の状況」を基に記載しております。
（２） 買付け等を行う株券等の種類
① 普通株式
② 新株予約権（下記の表に記載された各新株予約権で、これらを総称して以下「本新株予約権」と
いいます（注１）
。
）
下記の対象者の会議の開催日及び決議日
定時株主総会
平成 18 年 10 月 26 日

取締役会

発行された新株予約権の名称

平成 18 年 12 月 12 日

第５回新株予約権

平成 19 年９月 12 日

第６回新株予約権

平成 20 年 12 月 9 日

―

左記の対象者の会議の決議に基づいて

平成 22 年 2 月 2 日

第７回 B プラン新株予約権
第７回 C プラン新株予約権
第８回 B プラン新株予約権
第８回 C プラン新株予約権
第９回 A プラン新株予約権

平成 22 年 12 月 21 日

第９回 B プラン新株予約権
第９回 C プラン新株予約権
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第 10 回 A プラン新株予約権
平成 23 年 12 月 5 日

第 10 回 B プラン新株予約権
第 10 回 C プラン新株予約権
第 11 回 A プラン新株予約権

平成 24 年 12 月 4 日

第 11 回 B プラン新株予約権
第 11 回 C プラン新株予約権
第 12 回 A プラン新株予約権

平成 25 年 12 月 3 日

第 12 回 B プラン新株予約権
第 12 回 C プラン新株予約権
第 13 回 A プラン新株予約権

平成 27 年３月 17 日

第 13 回 B プラン新株予約権
第 13 回 C プラン新株予約権

（注１）対象者第15期有価証券報告書によると、平成17年３月９日開催の対象者の株主総会の特別決
議に基づいて発行された第３回新株予約権（以下「第３回新株予約権」といいます。）86個
（平成26年９月30日現在の目的となる対象者の普通株式の数：172,000株）、平成20年12月９日
開催の対象者の取締役会決議に基づいて発行された第7回Aプラン新株予約権（以下「第7回Aプ
ラン新株予約権」といいます。）105個（平成26年９月30日現在の目的となる対象者の普通株式
の数：21,000株）及び平成22年２月２日開催の対象者の取締役会決議に基づいて発行された第8
回Aプラン新株予約権（以下「第8回Aプラン新株予約権」といいます。）57個（平成26年９月30
日現在の目的となる対象者の普通株式の数：11,400株）（以下第7回Aプラン新株予約権及び第8
回Aプラン新株予約権を総称して「行使完了新株予約権」といいます。）が存在する旨の記載が
ありますが、第３回新株予約権は平成27年３月９日の権利行使期間の満了をもって消滅し、行
使完了新株予約権は本日までに全て行使され消滅しておりますので、本公開買付けによる買付
け等の対象になっておりません。一方で、対象者第15期有価証券報告書の提出後、上記の表に
記載のとおり対象者は平成27年３月17日開催の対象者の取締役会決議に基づいて第13回Aプラン
新株予約権、第13回Bプラン新株予約権及び第13回Cプラン新株予約権を発行しており、これら
は本公開買付けによる買付け等の対象に含まれております。従いまして、本新株予約権には、
対象者第15期有価証券報告書に記載された第３回新株予約権、行使完了新株予約権である第7回
Aプラン新株予約権及び第8回Aプラン新株予約権は含まれておりませんが、対象者第15期有価証
券報告書に記載されていない第13回Aプラン新株予約権、第13回Bプラン新株予約権及び第13回C
プラン新株予約権は含まれることになります。
（注２）対象者によると本新株予約権はいずれも、ストックオプションとして、対象者又は子会社の
役員又は従業員に対して発行されたものとのことです。
（３） 日程等
① 日程
代表社員である EJAE2 合同会社によ
る決定

平成 27 年９月８日（火曜日）

公開買付開始公告日

平成 27 年９月９日（水曜日）
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://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）

公開買付届出書提出日

平成 27 年９月９日（水曜日）

② 届出当初の買付け等の期間
平成 27 年９月９日（水曜日）から平成 27 年 10 月 26 日（月曜日）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。
（４） 買付け等の価格
①普通株式

１株につき金922円
第５回新株予約権

１個につき 金337,000円

第６回新株予約権

１個につき 金595,000円

第７回Bプラン新株予約権 １個につき 金184,200円
第７回Cプラン新株予約権 １個につき 金113,200円
第８回Bプラン新株予約権 １個につき 金184,200円
第８回Cプラン新株予約権 １個につき 金122,000円
第９回Aプラン新株予約権 １個につき 金184,200円
第９回Bプラン新株予約権 １個につき 金184,200円
第９回Cプラン新株予約権 １個につき 金81,000円
第10回Aプラン新株予約権 １個につき 金184,200円
②新株予約権

第10回Bプラン新株予約権 １個につき 金184,200円
第10回Cプラン新株予約権 １個につき 金１円
第11回Aプラン新株予約権 １個につき 金92,100円
第11回Bプラン新株予約権 １個につき 金92,100円
第11回Cプラン新株予約権 １個につき 金10,000円
第12回Aプラン新株予約権 １個につき 金92,100円
第12回Bプラン新株予約権 １個につき 金92,100円
第12回Cプラン新株予約権 １個につき 金7,500円
第13回Aプラン新株予約権 １個につき 金92,100円
第13回Bプラン新株予約権 １個につき 金92,100円
第13回Cプラン新株予約権 １個につき 金38,500円

（５） 買付け等の価格の算定根拠等
① 算定の基礎
（i） 普通株式
公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及びエクイニクスグルー
プ並びに対象者から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27年９月７日付で取得した株式価値算定書を参考にしました。なお、公
開買付者は、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、市場株価基準法、類似企業比較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。
市場株価基準法： 381円から497円
類似企業比較法： 895円から1,179円
DCF法：
763円から1,000円
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市場株価基準法では、平成27年９月７日を基準日として、東京証券取引所における対象者
株式の基準日終値（381円）、過去１ヶ月間の終値の単純平均値（437円（小数点以下四捨五
入。以下本項において同じです。））、過去３ヶ月間の終値の単純平均値（467円）及び過去
６ヶ月間の終値の単純平均値（497円）をもとに、１株当たりの株式価値の範囲を381円から
497円と算定しております。
類似企業比較法では、対象者と類似する事業を営む上場会社の市場株価や収益性を示す財
務指標との比較を通じて、対象者の株式価値を評価し、１株当たりの株式価値を895円から
1,179円と算定しております。
DCF法では、平成28年７月期から平成31年７月期までの対象者の事業計画、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前提とした平成28年７月期以降に対象者が将来
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763円から1,000円と算定しております。
また、DCF法の前提とした対象者の将来の財務予測について、大幅な増減益を見込んでいる事
業年度はございません。
公開買付者は、みずほ証券から取得した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、対象者株式の過去６ヶ月間の市場株価の動向、対象者との協議・交渉の結
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に対する応募の見通し等を
総合的に勘案し、最終的に平成27年９月８日に本公開買付価格を922円とすることを決定いた
しました。
本公開買付価格である922円は、本公開買付けについての公表日の前営業日である平成27年
９月７日の東京証券取引所における対象者株式の終値（381円）に対して141.99％（小数点以
下第三位を四捨五入。以下、本項において同じです。
）、同日までの過去１ヶ月間の終値単純
平均値（437円）に対して110.98％、同過去３ヶ月間の終値単純平均値（467円）に対して
97.43％、同過去６ヶ月間の終値単純平均値（497円）に対して85.51％のプレミアムをそれぞ
れ加えた価格です。
（ii）本新株予約権
第10回Cプラン新株予約権を除く本新株予約権については、当該各新株予約権における対象
者株式の１株当たりの行使価額はいずれも本公開買付価格（922円）を下回っていることから、
新株予約権に係る買付け等の価格を本公開買付価格（922円）と当該各新株予約権の対象者株
式１株当たりの行使価額との差額に当該各新株予約権の１個の目的となる対象者株式の数を
乗じた金額にそれぞれ決定しました。当該各新株予約権に係る買付け等の価格は具体的には
以下の表に記載のとおりです。
行使価額
（円）

１個当たりの

本公開買付価
格との差額

１個当たり目的とな
る対象者株式の数

買付け等の価格

（円）

（株）

（円）

第５回新株予約権

585

337

1,000

337,000

第６回新株予約権

327

595

1,000

595,000

第７回Bプラン新株
予約権

１

第７回Cプラン新株
予約権

356

第８回Bプラン新株
予約権

１

第８回Cプラン新株
予約権

312

921
566
921
610
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200
200
200
200

184,200
113,200
184,200
122,000

第９回Aプラン新株
予約権

１

第９回Bプラン新株
予約権

１

第９回Cプラン新株
予約権

517

第10回Aプラン新株
予約権

１

第10回Bプラン新株
予約権

１

第11回Aプラン新株
予約権

１

第11回Bプラン新株
予約権

１

第11回Cプラン新株
予約権

822

第12回Aプラン新株
予約権

１

第12回Bプラン新株
予約権

１

第12回Cプラン新株
予約権

847

第13回Aプラン新株
予約権

１

第13回Bプラン新株
予約権

１

第13回Cプラン新株
予約権

537

921
921
405
921
921
921
921
100
921
921
75
921
921

385

200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100

184,200
184,200
81,000
184,200
184,200
92,100
92,100
10,000
92,100
92,100
7,500
92,100
92,100

38,500

一方で、第10回Cプラン新株予約権については、対象者株式１株当たりの行使価額（930円）
が本公開買付価格（922円）を上回っていることから、公開買付者は当該新株予約権の買付け
等の価格を１円と決定しました。
なお、本新株予約権は、ストックオプションとして、対象者又は子会社の役員又は従業員
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、対象者プレスリリースによりますと、対象者は、
平成27年９月８日開催の対象者取締役会において、本公開買付けが成立することを条件とし
て、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
することにより公開買付者に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。
また、公開買付者は第三者算定機関から本新株予約権に係る価値算定書を取得していません。
② 算定の経緯
（本公開買付価格及び本新株予約権に係る買付け等の価格の決定に至る経緯）
エクイニクスは平成26年５月頃より本取引について初期的な検討を開始し、平成27年３月から対
象者との本格的な協議を開始しました。対象者としても、データセンター市場は今後も成長が見込
まれるものの、相次ぐデータセンターの開設や異業種企業からの参入も含め、業界内での競争は今
後ますます激化する中で、対象者の中期経営計画（平成27年7月期から平成29年7月期）を達成し、
企業価値向上を実現させるために、エクイニクスグループのノウハウや経験さらにはグローバルな
顧客基盤を共有・活用することにより、一層の成長が期待できるとの考えのもと、両者の企業価値
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向上に向け複数回の協議・検討を行ってまいりました。両者はコロケーションを中心とした事業モ
デルであること、設立から10年を超える今日においても積極的に事業拡大を推進する企業カル
チャーを有すること、急成長しているクラウド市場への対応など次世代を見据えた事業展開など共
通点も多く、対象者をエクイニクスグループに迎え入れることで両者が相互のノウハウや経験を有
効活用することが可能となります。さらに、エクイニクスグループは非日系顧客との取引に強みを
有しているのに対し、対象者は日本国内の顧客に強いつながりを持っていることから両者が相互の
基盤等を共有・活用することにより、エクイニクスグループにおいては日本国内の顧客と、対象者
にとっては非日系顧客との取引拡大が見込まれます。このように、両者の統合はシナジー効果を生
み出し、国内・外におけるデータセンター市場における両者の地位を高めていくことが見込まれる
との認識で一致しました。
上記協議・検討を経て、エクイニクスは、平成27年７月17日に本取引を実行するための買収目的
会社として公開買付者をエクイニクス・エンタープライズの子会社として設立しました。その後、
公開買付者は、対象者との間で本取引の諸条件について協議・交渉を重ね、最終的に、平成27年９
月８日に、本取引の一環として本公開買付けを実施することを決定し、以下の経緯により、本公開
買付価格を決定しました。
(ⅰ)算定の際に意見を聴取した第三者の名称
公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及びエクイニクスグループ
並びに対象者から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27年９月７日付で取得した株式価値算定書を参考にしました。なお、公開買付
者は、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。
(ⅱ)当該意見の概要
みずほ証券は、市場株価基準法、類似企業比較法及び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。
市場株価基準法： 381円から497円
類似企業比較法： 895円から1,179円
DCF法：
763円から1,000円
(ⅲ)当該意見を踏まえて買付け等の価格を決定するに至った経緯
(ア)普通株式
公開買付者は、みずほ証券から取得した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、対象者株式の過去６ヶ月間の市場株価の動向、対象者との協議・交渉の結
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に対する応募の見通し等を
総合的に勘案し、最終的に平成27年９月８日に本公開買付価格を922円とすることを決定いた
しました。
(イ)本新株予約権
第10回Cプラン新株予約権を除く本新株予約権の１個当たりの買付け等の価格については、
対象者株式の１株当たりの行使価額と本公開買付価格（922円）との差額に基づき、上記「算
定の基礎」に記載の表のとおりに、第10回Cプラン新株予約権については、対象者株式１株当
たりの行使価額（930円）が本公開買付価格（922円）を上回っていることから、公開買付者
は当該新株予約権の買付け等の価格を１円と決定しました。なお、公開買付者は第三者算定
機関から本新株予約権に係る価値算定書を取得していません。
③

算定機関との関係
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公開買付者のフィナンシャル・アドバイザー（算定機関）であるみずほ証券は、公開買付者及び
エクイニクス並びに対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有し
ません。
（６） 買付予定の株券等の数
買付予定数

買付予定数の下限

36,950,100 (株)

買付予定数の上限

24,633,500 (株)

― (株)

（注１） 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（24,633,500 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（24,633,500 株）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） 本公開買付けにおいては買付予定数の上限を設定していないため、買付予定数は、本公開買付けにお
いて公開買付者が取得する可能性のある株券等の数の最大の数である本基準株式数（36,950,100 株）
を記載しております。
（注３） 本公開買付けを通じて、本公開買付けに応募しないことに同意している対象者が所有する自己株式を
取得する予定はありません。
（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。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。
（注５） 公開買付期間末日までに権利行使期間未到来新株予約権を除く本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又は移転される対象者株式も本公開買付けの対象としております。

（７） 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

― 個

所有株券等に係る議決権の数
買付け等前における特別関係者の

― 個

所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における公開買付者の

369,501 個

所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における特別関係者の

―

所有株券等に係る議決権の数
対象者の総株主等の議決権の数

（買付け等前における株券等所有割合
―％ ）
（買付け等前における株券等所有割合
―％ ）
（買付け等後における株券等所有割合
100.00％）
（買付け等後における株券等所有割合
―％ ）

352,677 個

（注１） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成27年６月11日に提出した第16期第３四半期報告
書に記載された平成27年１月31日現在の総株主等の議決権の数です。
ただし、単元未満株式を含む対象者株式及び本新株予約権について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、本基準株式数（36,950,100株）に係る議決権の数である369,501個を分母として計算しています。
（注２） 「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。

（８） 買付代金

33,795 百万円

（注）
「買付代金」は、本公開買付けにおける買付予定数（36,950,100 株）から、公開買付期間中に行使期間
が到来せず、かつ行使される可能性のない権利行使期間未到来新株予約権（4,624 個）の目的となる対象者
株式の数（462,400 株）を控除した株式数（36,487,700 株）に対象者株式に係る本公開買付価格（１株当
たり 922 円）を乗じた金額（33,641,659,400 円）に加えて、当該権利行使期間未到来新株予約権（4,624
個）の取得に要する金額（合計 152,941,800 円）を加算した合計額を記載しています。なお、当該権利行
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使期間未到来の新株予約権は、以下のとおりです。
①

第12回Aプラン新株予約権（363個）に当該新株予約権１個当たりの買付け等の価格（92,100円）を
乗じた金額（33,432,300円）

②

第12回Cプラン新株予約権（1,869個）に当該新株予約権１個当たりの買付け等の価格（7,500円）を
乗じた金額（14,017,500円）

③

第13回Aプラン新株予約権（250個）に当該新株予約権１個当たりの買付け等の価格（92,100円）を
乗じた金額（23,025,000円）

④

第13回Cプラン新株予約権（2,142個）に当該新株予約権１個当たりの買付け等の価格（38,500円）
を乗じた金額（82,467,000円）

（９） 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
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 27 年 11 月２日（月曜日）
③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本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。買付け等は、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、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、公開買付代理人の応募
受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。
④ 株券等の返還方法
下記（１０）
「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（本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、速やかに返還します。対象者株式については、応募が行われた時の状態に戻すことにより返還し、
本新株予約権については、本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。
（１０）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（24,633,500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（24,633,500株）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号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、
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、発行者以外の者による株券等の公開買付け
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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等を行います
。
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「（９）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第１項及び令第 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等を行います。
⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法
公開買付者は、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。
（１１）公開買付開始公告日
平成 27 年９月９日（水曜日）
（１２）公開買付代理人
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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
上記「１．買付け等の目的等」の「
（３）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収
に関する事項）
」及び「
（４）上場廃止となる見込み及びその理由」をご参照ください。
４. その他
（１） 公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容
① 公開買付者と対象者との間の合意の内容
対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成27年９月８日開催の取締役会において、三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券から取得した対象者株式価値算定書及び算定結果についての説明、西村あ
さひ法律事務所から得た法的助言、その他の関連資料を参考の上、本公開買付けを含む本取引に係る
諸条件について慎重に協議、検討を行った結果、本公開買付価格及び本公開買付けのその他の諸条件
は、対象者の株主の皆様にとって妥当であり、少数株主の利益保護に十分留意されており、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たとの
ことです。
上記の取締役会においては、対象者の取締役のうち、代表取締役社長である寺田航平氏は、公開
買付者との間で本応募契約を締結しているため、利益相反の疑いを回避する観点から、本公開買付け
に関する対象者取締役会における審議及び決議には一切参加していないとのことです。当該取締役会
においては、対象者の取締役４名のうち、上記１名を除く３名の取締役全員が出席し、出席した取締
役の全員一致により、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
び第10回Cプラン新株予約権を除く本新株予約権に係る新株予約権者の皆様が本公開買付けに応募す
ることを推奨する旨を決議したとのことです。一方、本新株予約権のうち、第10回Cプラン新株予約
権については、買付け等の価格が１円とされていることから、当該新株予約権に関して本公開買付け
に応募するか否かについては、当該新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨を決議したとのことです。
また、当該取締役会には対象者の監査役４名（常勤監査役１名、社外監査役３名）全員が出席し、い
ずれも、対象者取締役会が、本公開買付けに関して上記意見を表明することに異議がない旨の意見を
述べているとのことです。
かかる取締役会決議の詳細については、上記「１．買付け等の目的等」の「（６)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」の「⑤対象者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」をご参照ください。
また、公開買付者は、平成27年９月８日付で対象者との間で本公開買付賛同契約を締結しておりま
す。かかる契約の概要については、上記「１．買付け等の目的等」の「（５）本公開買付けに係る重
要な合意」の「②対象者の賛同」をご参照ください。
② 公開買付者と対象者の役員との間の合意の内容
公開買付者は、平成27年９月８日付で対象者の代表取締役社長を務める寺田航平氏との間で本応
募契約を締結しております。かかる契約内容の概要については、上記「１．買付け等の目的等」の
「（５）本公開買付けに係る重要な合意」の「①本応募契約」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
(ア) 対象者は、平成27年９月８日に、東京証券取引所において平成27年７月期決算短信〔日本基
準〕（連結）を公表しております。当該公表に基づく、同期の対象者の連結損益状況等は以下
のとおりです。なお、当該内容につきましては、法第193条の２の規定に基づく監査法人の監査
を受けておりません。また、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。
①損益の状況（連結）
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平成27年７月期

決算年月
売上高

18,236 百万円

売上原価

13,787 百万円
2,281 百万円

販売費及び一般管理費
営業外収益

56 百万円

営業外費用

308 百万円

当期純利益

1,210 百万円

②１株当たりの状況（連結）
平成27年７月期

決算年月
１株当たり当期純利益

34.32 円

１株当たり配当額

0.00 円
371.28 円

１株当たり純資産額

(イ) 配当予想の修正に関するお知らせ
対象者は、平成 27 年９月８日に「配当予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。
当該公表によれば、対象者は、同日開催の対象者の取締役会において、平成 27 年７月期の期
末配当及び平成 28 年７月期の中間配当を行わないこと並びに平成 28 年７月期の期末配当予
想については未定とすることを決議したとのことです。詳細につきましては、当該公表の内
容をご参照下さい。
以上
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【勧誘規制】
・本発表資料は、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、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。本発表資料は、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、本発表資料（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。
【米国規制】
・本公開買付けは、公開買付者である QAON 合同会社により、日本において設立され、日本でのみ株式上場している
対象者の有価証券及び対象者の非上場の新株予約権を対象として行われるものです。これらの会社は、いずれも、
日本に所在し、全ての役員は日本の居住者であるため、本公開買付けに関して米国の証券関連法に基づいて主張し
うる権利及び請求を行使することが困難となる可能性があり、これらの会社又はその役員を、米国の証券関連法へ
の違反を理由として日本の裁判所に訴えることができない可能性があります。また、これらの会社及びその関連会
社に対し、米国の裁判所の判決に従わせることは困難な場合があります。
・本発表資料中の記載には、米国 1933 年証券法（Securities Act of 1933）
（その後の改正を含みます。
）第 27Ａ条
及び米国 1934 年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）
（その後の改正を含みます。以下「米国 1934
年証券取引所法」といいます。
）第 21Ｅ条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知又は未知のリ
スク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された
予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連会社は、
「将来に関する記述」として明示的又は黙
示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはできません。本発表資料中の「将来に関する
記述」は、本発表資料の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられ
ている場合を除き、公開買付者又はその関連会社は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり
修正する義務を負うものではありません。
・本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準に則って行われますが、これらの手
続及び基準は、日本以外の管轄地における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国 1934
年証券取引所法第 13 条(e)項又は第 14 条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本
公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。
・本発表資料に含まれる全ての財務情報は、日本の会計基準に基づいて作成されており、米国の会計基準に基づく
ものでなく、米国の会計基準に基づいて作成された財務情報の内容と同等とは限りません。
・本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語で行われるものとします。本公開買付
けに関する書類の全部又は一部が英語で作成され、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合に
は、日本語の書類が優先するものとします。
・公開買付者若しくは対象者の各フィナンシャル・アドバイザー又は公開買付代理人（それらの関連会社を含みま
す。
）は、それらの通常のセカンダリー業務の範疇において、日本の金融商品取引関連法制上許容される範囲で、米
国 1934 年証券取引所法規則第 14ｅ－５条(b)(12)項の要件に従い、対象者の普通株式を自己又は顧客の勘定で公開
買付期間中に買付ける可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、米国にお
いても、当該買付けを行った各フィナンシャル・アドバイザー又は公開買付代理人の英語ホームページ（又はその
他の公開開示方法）により開示が行われます。
・公開買付者は、1986 年米国内国歳入法（Internal Revenue Code 1986）第 338 条に基づく選択を行い、米国税務
上、対象者株式の取得を資産の取得として取り扱う予定です。公開買付者は、米国財務省規則（Treasury
Regulations）の規定に基づき、本公開買付けにおいて、対象者株式又は本新株予約権の買付けに応募する皆様に対
して、また、本発表資料中の「１．買付け等の目的等」の「
（3）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において、対象者株式又は本新株予約権を売り渡す皆様に対して、当
該選択に係る書面による通知書及び関連情報をお送りします。なお、この通知は、対象者株式又は本新株予約権を
直接又は間接に保有する米国人以外の者に対しては関係ありません。当該選択は米国人の米国税務上の取扱いに影
響を及ぼす可能性があり、その影響につきましては米国の税理士等の専門家にご相談ください。

-25-

【その他の国】
・国又は地域によっては、本発表資料の発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かか
る場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付け等
の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。
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