
 

  

 

平成 18年 2月 7日 

 

 

 

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 17 年 12 月 27 日開催の取締役会において、株式会社コージツ（ＪＡＳＤＡＱ・

コード９９０５、以下、「コージツ」という。）の株式に対する公開買付け（以下、「本公開買

付け」という。）の開始を決議し、平成 18 年 1 月 16 日から実施してまいりましたが、本公開買

付けが平成 18 年 2 月 6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、下記の通り

お知らせいたします。 

また、本公開買付けの結果、平成 18 年 2 月 14 日付で、コージツは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．公開買付けの結果について 

 

1. 公開買付けの概要（平成 17年 12月 27日公表） 

(1) 公開買付者の名称及び所在地 小杉産業株式会社 

東京都中央区築地六丁目１９番２０号 

ニチレイ東銀座ビル 10階 

(2) 対象会社の名称       株式会社コージツ 

(3) 買付けに係わる株券等の種類  普通株式 

(4) 公開買付期間        平成 18年１月 16日（月曜日）から 

平成 18年 2月 6日（月曜日）まで（22日間） 

(5) 買付価格          1株につき金 270円 

 

各      位 
会 社 名  小 杉 産 業 株 式 会 社 

代表者名    取締役社長     瀬  戸    厚

（コード番号 8146    東証第 2 部）

                     問合せ先   専務執行役員 

経営管理本部長 鈴 木 正 仁

（TEL  03 －  3542  －  6611  ）
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2. 公開買付けの結果 

(1) 応募株券の数及び買付け等を行う株券の数 

   買付予定株式総数    9,618,000株 

   応募株式の総数     9,618,000株 

   買付株式の総数     9,618,000株 

  

(2) 公開買付けの成否 

応募株券の総数が(9,618,000株)が買付予定数(9,618,000株)に達しましたので、

応募株券の全部の買付けを実施いたします。 

応募株主総数 応募株式総数 買付株式総数 返還する株式総数

1件 9,618,000株 9,618,000株 0株

  

(3) あん分比例方式により公開買付けを行う場合の計算方法 

該当事項はありません。  

  

(4) 買付実施後の所有株式数及び所有割合 

   買付け前の所有株式数         0株  （所有割合  － %） 

   買付け後の所有株式数      9,618,000株  （所有割合  60.26 %） 

 

（注）所有割合は、コージツの平成 17 年７月期（第 43 期）有価証券報告書（平成 17 年 10 月 27 日提出）

記載の総株主の議決権に、同有価証券報告書記載の単元未満株式 62,000 株から本公開買付けを通じて株

式を取得する予定がない対象者が保有する単元未満株式791株を控除した61,209株に係る議決権の数で

ある 61 個を加えて、コージツの総株主の議決権の数を 15,961 個として計算しています。 

(5) 買付けに要する資金      2,596,860,000円 

 

3. 決済の方法及び開始日 

(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 
  エイチ・エス証券株式会社  

東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 住友不動産新宿オークタワー27Ｆ 

   

(2) 決済の開始日 

   平成 18年 2月 14日（火曜日） 

  

(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

（外国人株主の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送します。 

買付けは、現金にて行います。買付けられた株券に係る売却代金は、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

場所へ送金します。 
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4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 
     小杉産業株式会社 

東京都中央区築地六丁目19番20号 ニチレイ東銀座ビル10階 

小杉産業株式会社 大阪支店 

大阪府大阪市中央区瓦町二丁目２番７号 

株式会社ジャスダック証券取引所 

東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号 

 

Ⅱ．子会社の異動について 

 

 本公開買付けの結果、当社のコージツに対する議決権の所有割合は 60.26％となり、平成 18

年 2 月 14 日付でコージツは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 

(1) 商   号   株式会社コージツ 

(2) 代 表 者   代表取締役社長 水谷 敦    

(3) 所 在 地   兵庫県神戸市中央区浜辺通２－１－３０ 

(4) 設立年月日   昭和 38年 6月 

(5) 主な事業内容  登山用品、釣用品等の運動具小売 

(6) 決 算 期   11月 30日 

(7) 従 業 員 数   社員 145名（平成 17年 7月 31日現在） 

(8) 資 本 の 額   1,065,160,000円 

(9) 発行済株式総数 15,981,000株 

(10) 大株主構成及び持株比率（平成 17年 7月 31日現在）   

氏名又は名称 住所又は所在地 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式の

総数に対する

所有株式数の

割合（％） 

投資事業有限責任組合    

シナジー・ファンド 
東京都千代田区大手町 1丁目１－３ 9,618 60.18

株式会社タナベスポーツ 大阪市中央区松屋町住吉５－４ 205 1.28

株式会社ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦３丁目 21－24 178 1.11

従業員持株会 神戸市兵庫区西多聞通２丁目１－１ 172 1.07

崎山 攻 大阪市北区堂山町 15－４ 112 0.70

取引先持株会 神戸市兵庫区西多聞通２丁目１－１ 106 0.66

水谷 敦 神戸市東灘区住吉本町１丁目 11－28－503 102 0.64

田辺 宰至 大阪府藤井寺市道明寺２－３－40 101  0.63

五嶋 史治 名古屋市中村区京田町３丁目 11－２ 86 0.53

坪本 隆 兵庫県西宮市甲風園３－４－５ 78 0.49

計 － 10,759 67.29

（注） 上記は、コージツの第 43 期有価証券報告書（平成 17 年 10 月 27 日提出）より引用しております。 
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(11) 最近事業年度における業績の動向 

決算年月 
平成16年７月 

(第42期) 

平成17年７月 

(第43期) 

売上高         (千円) 5,775,996 6,119,844 

売上総利益         (千円) 2,124,096 2,231,953 

営業利益 (千円) 253,959 144,193 

経常利益 (千円) 201,180 137,931 

当期利益 (千円) 163,680 117,646 

総資産 (千円) 6,121,708 5,118,707 

株主資本 (千円) 1,394,166 1,469,141 

１株あたり配当金 (円) 3 2 

  

2. 子会社異動予定日 

平成 18年 2月 14日（火曜日） 

 

Ⅲ．今後の見通し 

 コージツの株式はジャスダック証券取引所に上場しておりますが、本公開買付け後も上場

を維持する予定です。 

コージツの経営陣は、引き続き経営に従事し、当社からも一部役員を派遣する予定です。

また、従業員構成に関しても現状を維持する予定です。 

当該子会社の異動後の連結業績見通しにつきましては現在精査中でありますので、確定次

第お知らせいたします。 

 

以  上 
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