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当社子会社による公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ 

 

 

当社子会社であるキヤノンマーケティングジャパン株式会社は、平成 19年 5月 16 日開催の

同社取締役会において、株式会社アルゴ 21（コード番号4692、東証第一部、以下「対象者」と

いいます。）の株式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。）

の開始を決議し、同年5月17日から実施してまいりましたが、本公開買付けが同年6月14日を

もって終了いたしましたので、その結果につきまして別添資料のとおりお知らせいたします。 

また、本公開買付けの結果、対象者が新たに当社及びキヤノンマーケティングジャパン

株式会社の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。 

会社名 キヤノン株式会社 

代表者名 代表取締役会長 

 御手洗 冨士夫 

コード番号 7751 

上場取引所（所属部）

 

東京、大阪、名古屋（以上第一部）

福岡、札幌 

問合せ先 常務取締役経理本部長 

 大澤 正宏 

 (TEL.03-3758-2111) 



 

 

平成 19 年 ６月 15 日 

 

各      位 

 

会 社 名：キヤノンマーケティングジャパン株式会社              

（コード：8060 東証第一部）        

代表者名：代表取締役社長  村瀬 治男     

問合せ先：コミュニケーション本部長  松阪 喜幸     

（ＴＥＬ：03－6719－9093）  

 

 

株式会社アルゴ 21 株式に対する公開買付けの結果及び 

子会社の異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 19 年５月 16 日開催の取締役会において、株式会社アルゴ 21（コード 4692 東

証第一部、以下「対象者」といいます。）の株式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。）の開始を決議し、同年５月 17 日から本公開買付けを実施しておりま

したが、本公開買付けが同年６月 14 日をもって終了いたしましたので、下記のとおり本公開買

付けの結果についてお知らせいたします。 

また、本公開買付けの結果、対象者が新たに当社の連結子会社となる予定ですので、併せてお

知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．本公開買付けの結果について 

 

１．買付け等の概要 

（１）公開買付者の名称及び所在地並びに対象者の名称 

公開買付者の名称  キヤノンマーケティングジャパン株式会社   

公開買付者の所在地 東京都港区港南２丁目 16 番６号 

対象者の名称    株式会社アルゴ 21 

 

【別添資料】 



 

（２）買付け等に係る株券等の種類 

普通株式 

新株予約権 

①平成 15 年６月 24 日開催の第 19 回定時株主総会の決議に基づき発行された新株予約権

（以下「第１回新株予約権」といいます。） 

②平成 17 年６月 23 日開催の第 21 回定時株主総会の決議に基づき発行された新株予約権

（以下「第２回新株予約権」といいます。） 

 

（３）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 ―株 ―株

新 株 予 約 権 証 券 ―株 ―株

新株予約権付社債券 ―株 ―株

株券等預託証券(   ) ―株 ―株

合 計 ―株 ―株

（注１） 買付予定の株券等の数は5,800,000株です（以下「買付予定数」といいます。）。ただし、公開買

付者は、応募株券等の全部の買付けを行い、証券取引法第27条の13第４項各号に掲げるいずれの

条件も付しません。 

（注２） 本公開買付けにより取得する対象者の株式に換算した株式数は最大で11,455,061株です。これは、

対象者が平成18年12月21日に提出した第23期半期報告書に記載された平成18年９月30日現在の

発行済株式総数（11,551,100株）から対象者が保有する自己株式数（850,939株）を控除し、第

１回新株予約権及び第２回新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者の

株式（平成18年12月１日以降、届出書提出日までに第１回新株予約権が行使されたことにより発

行又は移転された対象者の株式を含みます。）の最大数（754,900株。各新株予約権の発行要領に

基づき、対象者が平成18年12月21日に提出した第23期半期報告書の記載に従い、平成18年11月30

日時点で権利行使されていない第１回新株予約権3,887個及び第２回新株予約権3,662個をそれ

ぞれ１個当たり100株として換算しています。）を加えた株式数です。 

（注３） 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４） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。 

（注５） 公開買付期間末日までに第１回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。 

 

（４）買付け等の期間 

平成 19 年５月 17 日（木曜日）から平成 19 年６月 14 日（木曜日）まで（21 営業日） 

 

（５）買付け等の価格 

株券       １株につき、金 1,400 円 

新株予約権    ①第１回新株予約権   １個につき、金１円 

②第２回新株予約権   １個につき、金１円 

 



 

２．買付け等の結果 

（１）公開買付けの成否 

応募株券等の全部の買付け等を行います。 

 

（２）応募の状況 

株券等種類 
株式に換算した

買 付 予 定 数

株式に換算した

超 過 予 定 数

株式に換算した 

応 募 数 

株式に換算した

買 付 数

株 券 ―株 ―株 8,899,794 株 8,899,794 株

新 株 予 約 権 証 券 ―株 ―株 ―株 ―株

新株予約権付社債券 ―株 ―株 ―株 ―株

株券等預託証券(   ) ―株 ―株 ―株 ―株

合 計 ―株 ―株 8,899,794 株 8,899,794 株

 

（３）買付け等を行った後における株券等所有割合 

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 
―個

（買付け等前における株券等所有割合 

0.00％）

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 
―個

（買付け等後における株券等所有割合

0.00％）

買付け等後における公開買付者

の所有株券等に係る議決権の数 
88,997 個

（買付け等後における株券等所有割合 

83.17％）

対象者の総株主の議決権の数 105,199 個  

（注１） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成18年12月21日に提出した第23期半期報告書に

記載された平成18年９月30日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を100株として記載さ

れたもの）です。 

（注２） 本公開買付けにおいては、単元未満株式も本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後に

おける株券等所有割合」の計算においては、対象者の上記半期報告書に記載された総株主の議決

権の数105,199個に単元未満株式に係る議決権の数1,797個（単元未満株式数179,800株から、対

象者が保有する単元未満自己株式39株を控除した179,761株に係る議決権の数）及び株式会社証

券保管振替機構名簿の株式500株に係る議決権の数５個を加えて、「対象者の総株主の議決権の

数」を107,001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」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、

小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

（４）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 

該当事項はありません。 

 

（５）買付け等に要する資金  12,460 百万円 

 



 

（６）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 

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

 

② 決済の開始日    平成 19 年６月 21 日（木曜日） 

 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国

人株主等の場合は常任代理人)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、公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。 

 

３．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社  東京都港区港南２丁目16番６号 

株式会社東京証券取引所          東京都中央区日本橋兜町２番１号 

 

 

Ⅱ．子会社の異動について 

本公開買付けの結果、対象者は平成 19 年６月 21 日付で当社の連結子会社となる予定で

す。 

 

１．異動する子会社の概要 （平成 18 年９月 30 日現在） 

（1） 商号      株式会社アルゴ 21 

（2） 代表者     代表取締役社長 太田 清史 

（3） 本店所在地   東京都中央区勝どき六丁目１番 15 号 

（4） 設立年月日   昭和 59 年４月 18 日 

（5） 主な事業内容  情報システムの構築、運用管理、保守等に関するサービスの提

供等 

（6） 決算期     ３月 31 日 

（7） 従業員数    1,220 人（連結・平成 18 年９月 30 日現在） 

（注）従業員数には、対象者グループからグループ外への出向を含み、グループ外から対象

者グループへの出向者を除いております。 

（8） 主な事業所   東京都中央区勝どき六丁目１番 15 号 

（9） 資本金     3,627,700 千円（平成 18 年９月 30 日現在） 

（10) 発行済株式総数 11,551,100 株（平成 18 年９月 30 日現在） 



 

(11) 大株主及び持株比率              （平成 18 年９月 30 日現在） 

株式会社野村総合研究所 8.65％ 

株式会社テプコシステムズ 8.65％ 

佐藤 雄二朗  5.72％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 5.11％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 4.49％ 

アルゴ２１従業員持株会 2.16％ 

株式会社電通国際情報サービス 1.42％ 

ジエーピーモルガンチエース シーアールイーエフ ジヤ

スデツク レンデイング アカウント 

（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） 

1.14％ 

シティバンク ロンドン エス エイ スティチング シ
ェル ペンションファンド 
（常任代理人 シティバンク， エヌ・エイ東京支店） 

1.04％ 

秋元 貞元 0.99％ 

（注）対象者の概要に関する情報は、対象者が平成18年12月21日に提出した第23期半期報告

書に基づき記載しております。  

 

２．最近事業年度の業績の動向（連結） 

決算年月 平成18年３月期（第22期）平成19年３月期（第23期）

売 上 高 22,003,188千円 24,205,466千円 

売 上 総 利 益 5,071,837千円 5,841,656千円 

営 業 損 益 1,067,418千円 1,396,170千円 

経 常 損 益 1,329,793千円 1,638,558千円 

当 期 純 利 益 161,126千円 940,734千円 

総 資 産 16,337,100千円 17,043,515千円 

純 資 産 10,807,444千円 11,565,384千円 

１株当たり配当金 15.00円 20.00円 

 

３．子会社の異動予定日 平成 19 年６月 21 日（木曜日） 

 

Ⅲ．今後の見通し等 

１．本公開買付けによる業績への影響の見通し 

今回の子会社の異動による当社の連結及び単体業績予想への影響は、現在精査中です。 

今後、連結及び単体業績予想に修正が必要な場合には、適時開示いたします。 

 

２．本公開買付け後の方針等 

本公開買付けの結果、当社は対象者の発行済株式総数の 77.05％を所有する筆頭株主

となります。 

また、当社のかかる持株比率が平成 20 年３月末日まで維持される場合には、対象者の

今事業年度末（平成 20 年３月末日）現在の少数特定者持株数比率によって、東京証券



 

取引所の定める株券上場廃止基準に抵触することが見込まれ、その場合には、所定の手

続を経て対象者の株券は上場廃止となる可能性があります。 

当社は、本公開買付け開始時点においては東京証券取引所の定める株券上場廃止基準

に抵触するに至った段階で株式交換等による対象者の完全子会社化等について慎重に

検討を行うことを予定しておりましたが、上記のように本公開買付けの結果、当社のみ

の対象者持株比率でも 75％を超えることとなり、上場廃止の可能性が高まったため、対

象者の少数株主の利益を保護するべく、今後速やかに、株式交換等による対象者の完全

子会社化等も視野に入れ、対象者と協議の上慎重に今後の対応方針について検討を行う

予定です。なお、現時点では具体的な対応方針及びその条件等の詳細については決定し

ておりませんが、かかる検討の結果、今後の対応方針を決定した場合には、適時に開示

いたします。 

 

以 上 


