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株式交換契約締結に関するお知らせ 

 

株式会社バンダイナムコホールディングス（東証1部：銘柄コード7832、以下「バンダイナムコホー

ルディングス」といいます。）及び株式会社バンプレスト（東証1部：銘柄コード7854、以下「バンプ

レスト」といいます。）は、平成18年6月1日を期日として、バンダイナムコホールディングスがバン

プレストを完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことにつき、本日開

催の各社取締役会において決議し株式交換契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたしま

す。 

なお、バンダイナムコホールディングスは、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の主務

大臣による認定を取得しており、本株式交換は、同法第12条の4第2項及び第12条の9の定めに基づ

く、金銭交付による簡易株式交換となります。本株式交換により、バンプレストはバンダイナムコホー

ルディングスの完全子会社となり、本株式交換時点におけるバンプレスト株主（バンダイナムコホール

ディングスを除きます。）に対しては、対価として金銭を交付いたします。 

 

 

記 

 

1．株式交換による完全子会社化の目的 

バンダイナムコグループは、平成18年3月31日付で国内におけるグループ組織再編の一環と

して、新設分割によりアミューズメント施設運営事業を行う新生・株式会社ナムコ（以下「新ナ

ムコ」といいます。）を、また、株式会社バンダイ（以下「バンダイ」といいます。）のビデオゲ

ーム事業部と現存の株式会社ナムコ（以下「ナムコ」といいます。）を統合し株式会社バンダイナ

ムコゲームス（以下「バンダイナムコゲームス」といいます。）を、それぞれ設立することを予定

しております。それとともに、新ナムコ、バンダイナムコゲームスと同じ事業領域を手掛ける、

バンダイナムコホールディングスの連結子会社であるバンプレストとの関係をより一層強化し、

バンダイナムコグループ全体で推進している戦略ビジネスユニットでの事業展開を拡充すること

が、中長期的な企業価値を高める最善の方策と判断しました。 

バンダイナムコホールディングスは、バンプレストの完全子会社化を目指して、平成18年2月

24日から平成18年3月16日まで同社株式の公開買付けを実施しました。その結果、バンダイナ

ムコホールディングスはバンプレストの発行済株式の97.01％を所有することとなりましたが、本

株式交換によって、バンプレストは、最終目標であるバンダイナムコホールディングスの完全子



会社となります。両社は、完全子会社化により、バンダイナムコグループの経営戦略に柔軟に対

応した機動的な組織を構築することを目的としております。 

 

 

2．株式交換の条件等 

 （1）日程の概要 

  平成18年3月29日   株式交換契約承認取締役会（両社） 

     株式交換契約締結（両社） 

  平成18年3月30日（予定）  簡易株式交換公告（両社） 

  平成18年4月13日（予定）  株式交換に反対する株主の書面による 

反対通知期限（両社） 

  平成18年4月14日（予定）  簡易株式交換の確定（両社） 

  平成18年4月15日（予定）  整理ポスト割当（バンプレスト） 

  平成18年4月28日（予定）  株券提供公告（バンプレスト） 

  平成18年5月15日（予定）  上場廃止日  （バンプレスト） 

  平成18年5月31日（予定）  株券提供期限（バンプレスト） 

  平成18年6月1日 （予定）  株式交換の日（バンプレスト） 

 

  ※1本株式交換は、バンダイナムコホールディングスについては商法第358条第1項の定めに基づ

き、商法第353条第1項に定める株主総会の承認を得ずに行います。 

  ※2本株式交換は、バンプレストについては、産業活力再生特別措置法第12条の4第2項の定めに

基づき、商法第353条第1項に定める株主総会の承認を得ずに行います。 

  ※3バンプレスト株式は、東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い、簡易株式交換の確定をもっ

て上場廃止が決定される予定です。 

 

 （2）株式交換の内容 

   平成18年3月29日付で締結した株式交換契約書に従い、株式交換の日の前日である平成18年5

月 31日の最終の株主名簿に記載または記録されたバンプレスト株主（バンダイナムコホールディ

ングスを除きます。）に対し、バンプレスト株式 1株につき 3,450円の割合で金銭を交付いたしま

す。 

当該交付金銭の額については、両社協議のうえ、バンダイナムコホールディングスによるバンプ

レスト株式についての公開買付けにおける買付価格、バンプレストの直近の財務状況、将来の予想

キャッシュフロー及び過去の株価水準、並びに両社の事業統合による相乗効果等を総合的に勘案し

て決定いたしました。なお、バンダイナムコホールディングス及びバンプレストは、当該金銭交付

の額の協議を行うに際し、それぞれ第三者機関である大和証券エスエムビーシー株式会社及び三菱

ＵＦＪ証券株式会社による株式価値の算定報告書を参考にしております。 

また、バンプレストは、本契約締結の日の時点でバンプレストが保有する自己株式の全部及び本

契約締結の日から平成18年5月30日までに取得した自己株式を、本株式交換の日の前日までに商

法第212条第1項の定めに従い消却し、かつ、商法第212条第2項の定めに従い、消却した株式に

ついて株式失効の手続きを行う予定です。 

 

※当該金銭交付の額は、当該金額の決定の前提となる諸条件に重大な変動が生じた場合に、両社協

議のうえ、これを変更することがあります。 
 

 （3）株式交換後における上場に関する事項 

   本株式交換において完全子会社となるバンプレストは、平成18年5月15日をもって東京証券取

引所を上場廃止となります。 



 （4）株式交換契約の効力 

   本株式交換の効力は、商法第358条第5項及び産業活力再生特別措置法第12条の4第3項の定

めにより、バンダイナムコホールディングスまたはバンプレストの総株主の6分の1以上を有する

株主が本株式交換に反対する意思をバンダイナムコホールディングスまたはバンプレストに通知

したときは、その効力を失うものとします。 

 

3．当事会社の概要 

(1) 商号 株式会社バンダイナムコ 

ホールディングス 

株式会社バンプレスト 

  （平成17年9月30日現在） （平成17年9月30日現在） 

(2) 事業内容 玩具、ゲームソフト及びアミューズメ

ント機器の開発・製造・販売並びにア

ミューズメント施設の運営等の事業を

営む子会社の経営管理等 

アミューズメント機器・景品等の企画･

開発・販売等 

(3) 設立年月 平成17年9月 昭和52年4月 

(4) 本店 

所在地 

東京都港区港南二丁目16番2号 東京都台東区駒形二丁目5番4号 

(5) 代表者 代表取締役社長 高須 武男 代表取締役社長 仲田 隆司 

(6) 資本金 10,000百万円 3,020百万円 

(7) 発行済み

株式数 

258,613,382株 10,800,000株 

(8) 株主資本 196,545百万円 17,336百万円 

(9) 総資産 200,131百万円 25,873百万円 

(10) 決算期 3月31日 3月31日 

(11) 従業員数 30名 181名 

(12) 主要  仕入先 

 取引先 株式会社バンダイ   BANPRESTO（H.K.）LTD.  

  株式会社ナムコ ほか  株式会社バンダイ  

     株式会社タイトー  

     株式会社ｿﾆｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 

任天堂株式会社 

 

  

  

  

 

 

 

販売先 

株式会社ｿﾆｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 

バンプレスト販売株式会社 

株式会社セガ 

株式会社バンダイ 

株式会社ナムコ 



 
(13) 大株主 

及び 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社 

9.78% 株式会社バンダイ 51.00% 

 持株比率 日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社 

7.35% 日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社 

5.25% 

中村雅哉 5.55% 杉浦幸昌 4.86%  (注)1～3 

株式会社マル 4.06% バンプレスト従業員持株会 2.14% 

  ゴールドマンサックスインタ

ーナショナル 

3.66% 日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社 

2.11% 

  株式会社バンダイ 2.74% 資産管理サービス信託銀行

株式会社 

1.34% 

  ノーザントラストカンパニー

エイブイエフシーサブアカウ

ントアメリカンクライアント 

1.86% 日本証券金融株式会社 1.14% 

  住友信託銀行株式会社 1.82% 中原外則 1.05% 

  野村信託銀行株式会社 1.77% エイチエスビーシーファンド

サービシィズスパークスアセ

ットマネジメントコーポレイ

テッド 

0.95% 

  有限会社サンカ 1.76% バンクオブアイルランドノン

トリーティー 

0.74% 

(14) 主要 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 

 取引銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

  株式会社三井住友銀行 株式会社三菱ＵＦＪ信託銀行 

(15) 当事会社

の関係 

資本関係 

（注）3 

バンダイナムコホールディングスはバンプレストの株式の

97.01％を保有する親会社であります。 

  人的関係 特にありません 

  取引関係 バンダイナムコホールディングスはバンプレストに対して、経営

管理・指導を行っております。 

 (注)1．バンダイナムコホールディングスの大株主及び持株比率は平成17年9月29日現在のも

のです。 

 (注)2．バンダイは平成17年12月１日付で同社の保有するバンプレスト株式を会社分割によ

りバンダイナムコホールディングスに承継したことに伴い、主要株主ではなくなっ

ております。 

 (注)3．バンダイナムコホールディングスは平成17年12月１日付の会社分割によるバンプレ

スト株式の承継及び平成18年3月16日に完了したバンダイナムコホールディングス

によるバンプレスト株式の公開買付けの結果、バンプレストの発行済株式の97.01%

を保有しております。 

  

 



4．最近3決算期間の業績 

  バンダイナムコホールディングスは、平成17年9月29日にバンダイとナムコによる共同株式移転

により設立されたため、バンダイおよびナムコの直近3期の業績を記載しております。 

 

  株式会社バンダイ（連結）  

 決算期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 

 売上高 244,949百万円 263,174百万円 269,945百万円 

 営業利益 25,868百万円 27,651百万円 24,398百万円 

 経常利益 26,435百万円 27,221百万円 25,723百万円 

 当期純利益 12,667百万円 14,206百万円 11,225百万円 

 1株当たり当期純利益 254.09円 142.28円 111.13円 

 1株当たり年間配当金 40.00円 22.50円 30.00円 

 1株当たり株主資本 2,370.91円 1,227.16円 1,333.06円 

 ※1．1株当たり年間配当金は単体で表記されています。  

 ※2．平成15年11月20日付けをもって普通株式1株につき2株の割合をもって株式を分割い

たしました。なお、平成16年3月期の1株当たり当期純利益は、当該株式分割が期首

に行われたものとして算定しております。また、当該株式分割が期首に行われたと

仮定した場合の平成16年3月期の1株当たり年間配当金は15.00円であります。 

 

  株式会社ナムコ（連結）  

 決算期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 

 売上高 154,777百万円 172,594百万円 178,551百万円 

 営業利益 9,470百万円 15,430百万円 15,085百万円 

 経常利益 8,777百万円 14,428百万円 14,588百万円 

 当期純利益 4,115百万円 7,545百万円 9,464百万円 

 1株当たり当期純利益 72.35円 133.00円 83.63円 

 1株当たり年間配当金 30.00円 40.00円 40.00円 

 1株当たり株主資本 1,752.09円 1,850.91円 979.31円 

 ※1．1株当たり年間配当金は単体で表記されています。  

 ※2．平成16年11月19日付けをもって普通株式1株につき2株の割合をもって株式を分割い

たしました。なお、平成17年3月期の1株当たり当期純利益は、当該株式分割が期首

に行われたものとして算定しております。また、当該株式分割が期首に行われたと

仮定した場合の平成17年3月期の1株当たり年間配当金は30.00円であります。 

 

  株式会社バンプレスト（連結）  

 決算期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 

 売上高 29,520百万円 27,983百万円 34,434百万円 

 営業利益 2,285百万円 552百万円 1,755百万円 

 経常利益 2,380百万円 364百万円 1,835百万円 

 当期純利益 1,131百万円 145百万円 770百万円 

 1株当たり当期純利益 101.85円 11.49円 69.13円 

 1株当たり年間配当金 40.00円 30.00円 30.00円 

 1株当たり株主資本 1,558.55円 1,537.31円 1,578.71円 

 ※1．1株当たり年間配当金は単体で表記されています。  

 



5．株式交換後の状況 

 （1）商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金等 

   株式交換に伴って、当事会社二社各々の称号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金等につい

て、「3．当事会社の概要」に記載の内容から変更する予定は、現在のところございません。 

 

 （2）業績に与える影響 

   バンプレストは既にバンダイナムコホールディングスの連結対象会社であるため、株式交換に伴

う連結業績への影響は軽微であります。 

 

 

以 上 

 


