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平成 18 年 8 月 23 日 
各位 
 

会社名   ＫＹＢ株式会社 
（登記社名 カヤバ工業株式会社） 
代表者名  取締役社長 山本 悟 

（コード番号 7242 東証第１部） 
問合せ先 ﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂ事業本部 
事業企画部長 伊藤 滋 

（℡ 03-3435-3571） 
 
 

株式交換による株式会社タカコの完全子会社化に関するお知らせ 
 
 
ＫＹＢ株式会社（以下、「ＫＹＢ」といいます。）は、本日開催の取締役会において、株

式交換により株式会社タカコ（以下、「タカコ」といいます。）を完全子会社化することを

決議し、株式交換契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
また、平成 18 年 9 月 7 日開催予定のタカコの臨時株主総会において株式交換契約の承認

を得たうえで、平成 18 年 10 月 1 日を株式交換の効力発生日とする予定です。 

記 

１．株式交換による完全子会社化の目的 
ＫＹＢは、今年4月にハイドロリック・コンポーネンツ事業の価値を高めることを目的

に、油圧機器部品、電子機器部品等の製造において優れた精密加工品製造技術を有して

いるタカコの過半数株式を取得いたしました。連携を更に強化するためにタカコの完全

子会社化を決定し、これにより両社でシナジー効果を発揮させて事業の競争力強化を図

れるものと判断いたしました。 
 
２．株式交換の条件等 

（１） 株式交換の日程 
平成 18 年 8 月 23 日  株式交換契約の承認取締役会（両社） 
平成 18 年 8 月 23 日  株式交換契約の締結（両社） 
平成 18 年 9 月 7 日（予定） 株式交換契約の承認株主総会（タカコ） 
平成 18 年 10 月 1 日（予定） 株式交換の効力発生日 
平成 18 年 11 月末（予定） 株券交付日 
（注）ＫＹＢは、会社法第 796 条第 3 項（簡易株式交換）の規定に基づき、株

主総会の承認を得ることなく行う予定です。 
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（２） 株式交換比率 

会社名 ＫＹＢ 
（完全親会社） 

タカコ 
（完全子会社） 

株式交換比率 1 32.049 

 
（注） 

1. 株式の割当比率 
タカコの普通株式１株に対して、KYB の普通株式 32.049 株を割当交付しま

す。なお、KYB が保有するタカコの普通株式 148,034 株については、割当交

付を行いません。 
2. 株式交換比率の算定根拠 

ＫＹＢおよびタカコは、日興コーディアル証券株式会社（以下、「日興コーデ

ィアル証券」といいます。）に株式交換比率の算定を依頼し、同社が行った株

式交換比率算定の方法、結果等を参考として両者間で協議した結果、上記の

とおり株式交換比率を合意いたしました。 
3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 

日興コーディアル証券は、株式交換比率の算定にあたり、KYB については株

式市価方式による分析を行い、タカコについては修正純資産方式及び類似上

場企業比較方式により分析を行い、その結果を総合的に勘案して KYB および

タカコの株式交換比率を算定いたしました。 
4. 株式交換により割当交付する株式数 

ＫＹＢは株式交換に際し、ＫＹＢが有する自己株式である普通株式 3,750,228

株を、ＫＹＢを除くタカコの株主の割当充当しますので、新株の発行はいた

しません。 
 

（３） 株式交換交付金 
株式交換交付金の支払いはありません。 

 
３．株式交換の当事会社の概要 

（１） 商号 カヤバ工業株式会社 

（通称社名：ＫＹＢ株式会社） 

（完全親会社） 

株式会社タカコ 

（完全子会社） 

（２） 事業内容 油圧製品・システム製品の製造・販売 油圧機器部品・電子機器部品製造等 

（３） 設立年月日 昭和 23 年 11 月 25 日 昭和 48 年 4 月 18 日 

（４） 本店所在地 東京都港区浜松町二丁目４番１号 

世界貿易センタービル 

京都府相楽郡精華町大字植田 

小字北六ノ坪 31 番地 2 
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（５） 代表者 代表取締役社長  山本 悟 代表取締役社長 石崎 義公 

（６） 資本金 19,113 百万円 235 百万円 

（７） 発行済株式総数 222,984,315 株 220,000 株 

（８） 株主資本 76,718 百万円 3,706 百万円 

（９） 総資産 247,966 百万円 10,943 百万円 

（10） 決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

（11） 従業員数 8,387 名 170 名 

（12） 主要取引先 トヨタ自動車株式会社、日立建機株式会

社 

ＫＹＢ株式会社、株式会社小松製作所 

（13） 大株主及び持株比率 トヨタ自動車㈱         8.81% 

ユービーエス エージー  

ロンドン アイビービー  

クライエント アカウント   4.66％ 

明治安田生命保険相互会社   4.51% 

日本マスタートラスト 

信託銀行㈱（信託口）     4.04% 

㈱ブリヂストン              3.57% 

㈱損害保険ジャパン          3.50% 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行㈱（信託口）     3.39% 

㈱みずほコーポレート銀行   3.18% 

 

ＫＹＢ㈱          55.9% 

石崎義公            13.2% 

タカコ従業員持株会       13.2% 

㈱三菱東京 UFJ 銀行         4.1% 

(有)メイコーポレーション      3.8% 

㈱三菱 UFJ 信託銀行          1.3% 

(株)みずほコーポレート銀行    0.9% 

日本生命保険相互会社    0.8%

三井生命保険相互会社     0.8% 

（14） 主要取引銀行 ㈱みずほコーポレート銀行、㈱三菱東京

UFJ 銀行 

 ㈱みずほ銀行、㈱三菱東京 UFJ 銀行 

資本関係 ＫＹＢはタカコの発行済株式の 55.9%を保有しています。 

人的関係 ＫＹＢの取締役１名がタカコの取締役を兼務しています。また、

ＫＹＢの従業員３名がタカコの取締役、１名が監査役を兼務して

おり、１名がタカコへ出向しています。 
（15） 当事会社の関係 

取引関係 タカコはＫＹＢに製品を販売しております。 

（注１）（６）、（７）、（８）、（９）、（１１）は、平成 18 年 3 月 31 日現在の内容です。 
（注２）（７）のタカコ株式総数は平成 18 年 7 月 31 日現在、潜在株式の行使により、265,050

株となっております。 
（注３）（１３）は、ＫＹＢは平成 18 年 3 月 31 日現在の内容であり、タカコは平成 18 年

7 月 31 日現在の内容です。 
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（16）最近 3 決算期間の業績 
（百万円） 

 ＫＹＢ株式会社 

（完全親会社） 

株式会社タカコ 

（完全子会社） 

決算期 平成 16 年 

3 月期 

平成 17 年

3 月期 

平成 18 年

3 月期 

平成 16 年 

3 月期 

平成 17 年

3 月期 

平成 18 年

3 月期 

売上高 228,525 270,329 290,455 4,881 5,551 6,225

営業利益 11,119 9,642 6,723 174 156 376

経常利益 10,918 9,992 8,272 250 223 302

当期利益 6,040 5,501 2,917 174 161 103

1 株当たり 

当期利益（円） 

26.55 24.15 12.63 791.03 731.51 467.73

1 株当たり 

年間配当金（円）

6 6 6 50 50 50

1 株当たり 

株主資本（円） 

299.34 316.64 343.99 8,955.47 9,643.20 10,095.35

※ＫＹＢ株式会社については、連結の数値です。株式会社タカコについては、単体の数値です。 

 

４．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 

「３．株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。 
（２） 業績に与える影響 

本株式交換に伴う当期連結業績の予想への影響は織り込み済みです。 
 
５．会計処理の概要 

（１） 企業結合の会計上の分類 
共通支配下の取引等のうち少数株主との取引に該当します。 

（２） 損益への影響 
軽微であります。 
     

以上 


