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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第3四半期 1,084 △56.0 1,001 △55.1 313 ― 524 ― 537 ―
24年3月期第3四半期 2,466 △47.4 2,232 △51.9 △2,169 ― △2,249 ― △3,382 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 537百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △3,372百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第3四半期 27.63 ―
24年3月期第3四半期 △419.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第3四半期 21,790 △3,660 △16.8 △188.03
24年3月期 23,453 △4,205 △17.9 △215.99
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  △3,660百万円 24年3月期  △4,205百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期
1,534 

～1,734
―

520
～720

―
756

～957
―

768
～968

―



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情
報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づ
く四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当社グループの業績は外国為替市場等の相場環境に大きく影響を受けるため業績予想が困難であることから、当社ではこれまで業績予想を開示しており
ませんでしたが、事業年度のうち10ヶ月を経過して通期業績をレンジで予想することが可能になったこと、また、当期の通期連結業績は前期実績と大きく乖離
することが見込まれることから、通期の連結業績予想を開示することといたしました。 
 上記の予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可
能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性
的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 19,850,000 株 24年3月期 19,850,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 380,343 株 24年3月期 380,301 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 19,469,681 株 24年3月期3Q 8,060,608 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要などから国内需要は

比較的堅調に推移したものの、長期化する欧州債務問題を背景とする世界経済の景気停滞や円高などの

懸念材料は依然解消されず、景気の先行きは不透明なままとなっております。 

また、外国為替市場では、年初から円安傾向に転じて前期末には１ドル＝82円台をつけていたドル円

相場が４月以降は再び80円を割り込み、その後７月後半以降は78円付近の狭いレンジで停滞する状態が

続いていましたが、政権交代後の景気浮揚策への期待から10月後半以降は円高修正の局面が続き、当第

３四半期連結会計期間末には86円台となりました。 

このような環境の中、当第３四半期連結累計期間の連結営業収益は10億84百万円（前年同期比56.0％

減）となりましたが、前期から取り組んできたコスト削減策の効果により営業費用が大幅に減少し、連

結営業利益は３億13百万円（前年同期は21億69百万円の損失）、連結経常利益は５億24百万円（前年同

期は22億49百万円の損失）、連結四半期純利益は５億37百万円（前年同期は33億82百万円の損失）とな

りました。  

  

（連結営業収益） 

当第３四半期連結累計期間の連結営業収益は、ボラティリティの低下による取引機会の減少に加え、

韓国でのＦＸ取引のレバレッジ規制の強化等の影響から韓国ＦＸ業者を対象としたBtoB取引が低調とな

ったことなどから、10億84百万円（前年同期比56.0％減）となりました。 

  

（連結営業費用） 

当第３四半期連結累計期間の連結営業費用は、前期より実施したシステムコストの削減策や大幅な人

員削減策の効果により、電算機費が前年同期比91.0％減、人件費が前年同期比82.7％減と、それぞれ大

幅な減少となったほか、その他についても全般的に費用が減少いたしました。また、前年同期には９億

98百万円の貸倒引当金繰入額を計上しておりましたが、当第３四半期連結累計期間ではその計上はあり

ません。以上から連結営業費用全体（金融費用を含む）では７億71百万円となり、前年同期比で83.4％

減と大幅に減少いたしました。 

  

（連結営業利益） 

上記の通り、営業収益は減収となる一方、営業費用の減少額がこれを上回り、当第３四半期連結累計

期間の連結営業利益は３億13百万円（前年同期は21億69百万円の損失）となりました。 

  

（連結営業外損益） 

当第３四半期連結累計期間の連結営業外損益は、貸倒引当金を計上済みの立替金債権の回収等に伴う

貸倒引当金戻入額２億04百万円の計上などにより、２億10百万円の利益（前年同期は80百万円の損失）

となりました。 

  

（連結経常利益） 

上記の通り、営業利益、営業外損益とも黒字となったため、当第３四半期連結累計期間の連結経常利

益は５億24百万円（前年同期は22億49百万円の損失）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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（特別利益・特別損失） 

特別利益として、前期から取り組んできた各種契約の解除・見直し等に伴う違約金等の減額交渉の結

果、債務減額益17百万円を計上する一方、保有ゴルフ会員権の時価の下落に伴うゴルフ会員権評価損０

百万円等の特別損失を計上いたしました。 

  

（連結四半期純利益） 

当第３四半期連結累計期間の連結四半期純利益は５億37百万円（前年同期は33億82百万円の損失）と

なりました。 

  

当社グループは、外国為替取引関連事業の営業収益が四半期連結損益計算書の営業収益の90％を超え

るため、セグメントごとの記載はしておりません。 

  

（資産・負債・純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末の資産総額は、前期末と比べ16億62百万円減少し217億90百万円となり

ました。これは主に現金及び預金が３億47百万円、預託金が４億10百万円、外国為替勘定が７億24百万

円、長期未収債権が４億81百万円それぞれ減少し、短期差入保証金が76百万円増加したためでありま

す。 

負債総額は、前期末と比べ22億07百万円減少し254億51百万円となりました。これは主に短期借入金

が２億45百万円、外国為替受入証拠金が11億91百万円、流動負債その他が６億14百万円、長期未払金が

１億75百万円それぞれ減少し、受入保証金が１億69百万円増加したためであります。 

純資産は、前期末と比べ５億44百万円増加しマイナス36億60百万円となりました。これは主に四半期

純利益５億37百万円計上したことにより利益剰余金が５億44百万円増加したためであります。なお、当

第３四半期連結会計期間末の自己資本比率はマイナス16.8％となっております。 

  

当社グループの業績は外国為替市場等の相場環境に大きく影響を受けるため業績予想が困難であるこ

とから、当社ではこれまで業績予想を開示しておりませんでしたが、事業年度のうち10ヶ月を経過して

通期業績をレンジで予想することが可能になったこと、また、当期の通期連結業績は前期実績と大きく

乖離することが見込まれることから、通期の連結業績予想を開示することといたしました。 

なお、連結業績予想につきましては、本日（平成25年２月４日）公表の「平成25年３月期第３四半期

連結業績の前年同期実績との差異及び平成25年３月期通期連結業績予想に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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特定子会社の異動はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)  

法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。なお、この変更による当第

３四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 

  

当社グループは、平成23年３月期において、東日本大震災後の日経平均株価の急落により発生した株

価指数先物・オプション取引顧客の決済損に対する不足金（立替金）に対する貸倒引当金繰入額の計上

等により40億69百万円の連結当期純損失を計上し、また、前連結会計年度においても貸倒引当金の追加

繰入や固定資産減損損失やシステム契約解約損等の特別損失を計上したことなどにより61億86百万円の

連結当期純損失を計上いたしました。こうした状況に対処するため、当社では平成23年12月に株式会社

ＩＳホールディングスを割当先とする12億円の第三者割当増資を実施いたしましたが、前連結会計年度

末において42億05百万円の債務超過の状態となりました。当第３四半期連結累計期間においても、５億

37百万円の四半期純利益を計上したものの、依然として36億60百万円の債務超過となっており、当社グ

ループには、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在

しております。 

しかしながら、当社グループの経営状態については、以下のような要因により改善していく見込みで

あります。 

  

① 黒字転換 

当社グループでは、前連結会計年度において人員の大幅削減や取引システムの変更などの営業費用の

削減策を推し進めてきたことから、当第３四半期連結累計期間の連結営業費用（金融費用含む。）は前

年同期に比べて83.4%減と大幅に減少しております。この結果、当第３四半期連結累計期間には黒字化

を達成しており、今後についても黒字化を維持できるものと考えております。 

  

② ひまわり証券株式会社の財務の健全性 

四半期連結財務諸表上は債務超過となっているものの、連結子会社であるひまわり証券株式会社の平

成24年12月末現在の純資産額は27億92百万円であり、資産超過の状態にあります。また、ひまわり証券

株式会社の平成24年12月末現在の自己資本規制比率は金融商品取引法により第１種金融商品取引業者が

維持することを義務付けられている120％を大きく上回っております。業績の改善に加えて、営業費用

の減少に伴って自己資本規制比率の算定の際の分母にあたるリスク相当額の大部分を占める基礎的リス

ク相当額が逓減していくため、今後、自己資本規制比率は継続的に向上していくものと見込んでおりま

す。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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③ 主力取引銀行による支援の継続 

主力取引銀行から受けている融資は短期の借入となっていますが、当社では主力取引銀行に継続的な

支援を要請しており、主力取引銀行からは今後も融資の継続方針を表明していただいております。ま

た、主力銀行からの支援の一環として、平成24年４月から当該融資の借入金利の引き下げ（変更前：年

利4.000％、変更後：年利1.475%）が実施されております。 

  

④ 資本政策を含む対応等の検討 

当社は当第３四半期連結累計期間において５億37百万円の連結四半期純利益を計上いたしましたが、

業績改善だけでは債務超過の解消までに相当の時間を要するため、その早期解消のためには資本政策を

含む抜本的な対応策が必要であると考えております。そのため、現在、親会社の株式会社ＩＳホールデ

ィングスとともに各種対応策の検討を行っております。 

  

しかしながら、債務超過を早期に解消するための対応策に関しては、具体的な決定には至っていない

ため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。 
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,574,156 2,226,869

預託金 16,779,587 16,369,038

短期差入保証金 729,262 806,144

立替金 69,039 48,740

外国為替勘定 2,781,096 2,057,065

その他 208,759 65,414

貸倒引当金 △20,062 －

流動資産合計 23,121,840 21,573,273

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 17,704 1,972

器具及び備品（純額） 7,192 5,821

リース資産（純額） 861 509

有形固定資産合計 25,759 8,302

無形固定資産

リース資産 4,157 2,456

その他 4,330 2,540

無形固定資産合計 8,488 4,997

投資その他の資産

投資有価証券 10,309 9,645

長期未収債権 5,908,231 5,426,510

その他 414,692 350,060

貸倒引当金 △6,036,196 △5,582,645

投資その他の資産合計 297,037 203,570

固定資産合計 331,285 216,870

資産合計 23,453,126 21,790,143
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 6,834,123 6,588,408

預り金 9,243 4,516

受入保証金 565,438 734,604

外国為替受入証拠金 18,694,154 17,502,194

リース債務 149,247 96,919

未払法人税等 26,059 29,484

賞与引当金 － 495

その他 967,786 352,818

流動負債合計 27,246,053 25,309,441

固定負債

長期借入金 33,332 20,831

長期未払金 212,792 37,500

リース債務 68,276 9,365

繰延税金負債 39 52

退職給付引当金 23,934 －

固定負債合計 338,374 67,749

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 73,862 73,862

商品取引責任準備金 28 28

特別法上の準備金合計 73,890 73,890

負債合計 27,658,318 25,451,082

純資産の部

株主資本

資本金 4,060,000 4,060,000

資本剰余金 1,340,419 1,340,419

利益剰余金 △9,409,055 △8,864,667

自己株式 △194,651 △194,653

株主資本合計 △4,203,287 △3,658,901

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,904 △2,037

その他の包括利益累計額合計 △1,904 △2,037

純資産合計 △4,205,191 △3,660,938

負債純資産合計 23,453,126 21,790,143
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

営業収益

受入手数料 28,007 3,171

トレーディング損益 2,425,043 1,081,821

金融収益 913 －

その他 12,355 －

営業収益計 2,466,320 1,084,992

金融費用 233,411 83,464

純営業収益 2,232,909 1,001,528

販売費及び一般管理費

取引関係費 713,822 164,534

人件費 655,974 113,723

不動産関係費 125,085 78,311

事務費 104,084 9,755

電算機費 1,179,218 106,068

減価償却費 227,987 23,075

租税公課 41,359 59,607

貸倒引当金繰入額 998,922 －

その他 355,469 132,580

販売費及び一般管理費合計 4,401,924 687,657

営業利益又は営業損失（△） △2,169,014 313,871

営業外収益

受取利息 5,311 3,193

貸倒引当金戻入額 － 204,091

その他 7,578 3,295

営業外収益合計 12,889 210,580

営業外費用

株式交付費 72,333 －

休止固定資産関係費用 21,321 －

その他 163 －

営業外費用合計 93,818 －

経常利益又は経常損失（△） △2,249,943 524,451
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

特別利益

債務減額益 － 17,878

退職給付制度終了益 23,223 －

特別利益合計 23,223 17,878

特別損失

金融商品取引責任準備金繰入れ 20 －

商品取引責任準備金繰入額 12 0

固定資産除却損 7,017 －

投資有価証券売却損 29,767 －

ゴルフ会員権評価損 － 300

減損損失 506,498 －

退職特別加算金 106,529 －

システム契約解約損 508,000 －

特別損失合計 1,157,846 300

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△3,384,566 542,030

法人税、住民税及び事業税 4,394 4,147

法人税等調整額 △6,934 －

法人税等合計 △2,540 4,147

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△3,382,025 537,882

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,382,025 537,882
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△3,382,025 537,882

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 9,440 △133

その他の包括利益合計 9,440 △133

四半期包括利益 △3,372,584 537,749

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,372,584 537,749

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当社グループは、平成23年３月期において、東日本大震災後の日経平均株価の急落により発生した株

価指数先物・オプション取引顧客の決済損に対する不足金（立替金）に対する貸倒引当金繰入額の計上

等により40億69百万円の連結当期純損失を計上し、また、前連結会計年度においても貸倒引当金の追加

繰入や固定資産減損損失やシステム契約解約損等の特別損失を計上したことなどにより61億86百万円の

連結当期純損失を計上いたしました。こうした状況に対処するため、当社では平成23年12月に株式会社

ＩＳホールディングスを割当先とする12億円の第三者割当増資を実施いたしましたが、前連結会計年度

末において42億05百万円の債務超過の状態となりました。当第３四半期連結累計期間においても、５億

37百万円の四半期純利益を計上したものの、依然として36億60百万円の債務超過となっており、当社グ

ループには、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在

しております。  

しかしながら、当社グループの経営状態については、以下のような要因により改善していく見込みで

あります。  

  

① 黒字転換  

当社グループでは、前連結会計年度において人員の大幅削減や取引システムの変更などの営業費用の

削減策を推し進めてきたことから、当第３四半期連結累計期間の連結営業費用（金融費用含む。）は前

年同期に比べて83.4%減と大幅に減少しております。この結果、当第３四半期連結累計期間には黒字化

を達成しており、今後についても黒字化を維持できるものと考えております。 

  

② ひまわり証券株式会社の財務の健全性 

四半期連結財務諸表上は債務超過となっているものの、連結子会社であるひまわり証券株式会社の平

成24年12月末現在の純資産額は27億92百万円であり、資産超過の状態にあります。また、ひまわり証券

株式会社の平成24年12月末現在の自己資本規制比率は金融商品取引法により第１種金融商品取引業者が

維持することを義務付けられている120％を大きく上回っております。業績の改善に加えて、営業費用

の減少に伴って自己資本規制比率の算定の際の分母にあたるリスク相当額の大部分を占める基礎的リス

ク相当額が逓減していくため、今後、自己資本規制比率は継続的に向上していくものと見込んでおりま

す。 

  

③ 主力取引銀行による支援の継続 

主力取引銀行から受けている融資は短期の借入となっていますが、当社では主力取引銀行に継続的な

支援を要請しており、主力取引銀行からは今後も融資の継続方針を表明していただいております。ま

た、主力銀行からの支援の一環として、平成24年４月から当該融資の借入金利の引き下げ（変更前：年

利4.000％、変更後：年利1.475%）が実施されております。 

  

④ 資本政策を含む対応等の検討 

当社は当第３四半期連結累計期間において５億37百万円の連結四半期純利益を計上いたしましたが、

業績改善だけでは債務超過の解消までに相当の時間を要するため、その早期解消のためには資本政策を

含む抜本的な対応策が必要であると考えております。そのため、現在、親会社の株式会社ＩＳホールデ

ィングスとともに各種対応策の検討を行っております。 

  

しかしながら、債務超過を早期に解消するための対応策に関しては、具体的な決定には至っていない

（３）継続企業の前提に関する注記
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ため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）  

該当事項はありません。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）  

(株式会社ＩＳホールディングスによる当社株式に対する公開買付け)  

  

当社は、平成25年２月４日開催の取締役会決議において、株式会社ＩＳホールディングス（以下、

「公開買付者」といいます。）による当社株式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、当社の株主の皆様に対し、本公開買付けへ応募するこ

とを推奨する旨の決議をいたしました。その概要は次のとおりであります。 

  

１  公開買付者の概要  

(１)名称        株式会社ＩＳホールディングス 

(２)所在地       東京都千代田区丸の内一丁目11番１号 

(３)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 遠藤 昭二 

(４)事業内容      ＩＴ基盤総合金融事業 

(５)資本金       600,000千円 

(６)設立年月日     平成20年４月１日 

(７)大株主及び持株比率(平成24年２月４日現在) 

                      遠藤 昭二  51.37％ 

                      株式会社3Ａ 25.06％ 

                      村井 眞一  12.98％ 

(８)当社と公開買付者の関係 
 

  

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象

資本関係
公開買付者は、当社株式12,500,000株（株式保有割合62.97％）を所有してお
ります。

人的関係

当社と公開買付者との間には、記載すべき人的関係はありません。なお、当
社連結子会社のひまわり証券株式会社（以下「ひまわり証券」といいま
す。）において、公開買付者の子会社から出向者4名を受け入れております。
また、公開買付者従業員1名がひまわり証券の取締役（代表取締役）を兼務し
ております。

取引関係

当社と公開買付者との間には、記載すべき取引関係はありません。なお、ひ
まわり証券において、公開買付者の子会社からＦＸ取引システムの提供を受
けております。また、ひまわり証券において、ＦＸ取引のカバー取引先のひ
とつとして、公開買付者の子会社との間でカバー取引を行っております。

関連当事者への該当状況
当社は、公開買付者の連結子会社であり、公開買付者は当社の関連当事者に
該当いたします。
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２  本公開買付けの概要  

(１)買付け等を行う株券等の種類 

  普通株式 

(２)買付け等の期間 

  平成25年２月５日(火曜日)から平成25年３月19日(火曜日)まで(30営業日) 

(３)買付け等の価格 

  普通株式 １株につき113円 

(４)買付け等の価格の算定根拠 

公開買付者は、本公開買付価格を決定するために、当社より提供された情報に基づき、当社の財

務・事業を多面的・総合的に分析したとのことです。また、公開買付者は、当社株式が一般的に金

融商品取引所を通じて売買されていることに鑑みて、当社による本公開買付けへの賛同の可否及び

本公開買付けについての公表日である平成25年２月４日の対象者普通株式のＪＡＳＤＡＱにおける

終値（113円）と同額となるよう、本公開買付価格を決定したとのことです。なお、公開買付者

は、本公開買付価格の決定に際しては、上記のとおり、当社より提供された資料に基づき、当社の

株式価値に関するその他の諸要素（当社より提供された事業戦略、サービス及び顧客等に関する情

報、並びに株価推移）を総合的に考慮することにより本公開買付価格を決定しうると判断したた

め、第三者算定機関の算定書は取得していないとのことです。 

当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付けに関する意見を決定するにあた

り、当社及び公開買付者から独立した第三者算定機関としてのフィナンシャル・アドバイザーであ

るビバルコ・ジャパン株式会社（以下「ビバルコ・ジャパン」といいます。）に当社の株式価値の

算定を依頼しました。ビバルコ・ジャパンは、当社株式について、市場株価法及びＤＣＦ法による

算定を行い、当社は平成25年２月１日に株式価値評価報告書を取得しました。なお、当社は、ビバ

ルコ・ジャパンから本公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネス・オピニオン）を取得して

おりません。 

(５)買付け予定の株券等の数 

  買付予定数    6,969,657株 

  買付予定数の上限 設定しておりません。 

  買付予定数の下限 486,200株 

(６)公開買付開始公告日 

  平成25年２月５日(火曜日) 

(７)公開買付代理人 

  株式会社ライブスター証券 

  東京都千代田区丸の内一丁目11番１号 パシフィックセンチュリープレイス丸の内17階 
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