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公開買付け開始に関するお知らせ 

 

当社は、平成 18 年 9 月 12 日開催の取締役会において、コマツ電子金属株式会社（コード番号 

5977 東証第二部、以下「対象者」という）の株式を公開買付け（以下「本公開買付け」という）により

取得することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 

 

記 

 

１．公開買付けの目的 

当社と対象者は、共に大口径 300ｍｍから小口径特殊・高精度品までの幅広い事業分野をカバー

するシリコンウェーハの専業メーカーでありますが、現在、両社は各々の生産能力拡張や製品のライン

アップを充実するための投資活動を積極的に実施しております。今回、当社は、そのような対象者株

式を株式会社小松製作所（コード番号 6301 東・大証各第一部、以下「コマツ」という）から取得し、資

本関係を通じて対象者と緊密な関係を築くことと致しました。 

相互に類似的・補完的な要素技術をもつシリコンウェーハの専業メーカー2 社が、今後統合された

事業戦略を共有化していくことにより、新しいＳＵＭＣＯグループとして、顧客の満足度を向上させてい

くことを目指して参ります。また、研究開発・技術・製造・販売の各領域で、コスト削減も含めた乗数的な

相乗効果を発揮し、製品の品揃えの充実、強化された技術力と顧客対応力等を飛躍的に向上させて

いくことにより、顧客からの信頼を得て、名実ともにトップクラスのシリコンウェーハサプライヤーとして、

強固な事業基盤を確立することを企図するものであります。 

なお、平成 18 年 9 月 12 日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の決議

がなされております。 

また、本公開買付けにあたり、コマツからは、同社の保有する応募可能な全ての対象者株式

18,702,900 株（発行済株式総数の 61.93％）について、本公開買付けに応募する旨の同意を得ており

ます。 

対象者の株券は、株式会社東京証券取引所市場第二部に上場しておりますが、当社が本公開買

付けにおいて買付けを行う株式数は対象者株式 15,402,000 株（発行済株式総数の 51.00％）を上限と

しておりますので、本公開買付けが成立した後も、引続き対象者の株券の上場は維持される見込みで

す。 

当社は、本公開買付け終了後、対象者に当社役員を派遣すること、対象者の商号変更、決算期変

更等について対象者と協議・検討していく予定であります。 
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２．公開買付けの概要 

（1） 対象者の概要（平成 18 年 3 月 31 日現在） 

① 商号             

② 主な事業内容       

 

③ 設立年月日        

④ 本店所在地        

⑤ 代表者            

⑥ 資本の額            

⑦ 大株主構成及び持株比率 

コマツ電子金属株式会社 

半導体シリコンウェーハの製造・販売、 

これらに付帯する研究・開発・サービス等 

昭和 35 年 4 月 18 日 

長崎県大村市雄ヶ原町 1324 番地 2 

代表取締役社長 阿部 隆司 

11,636 百万円 

 

株式会社小松製作所 61.93％ 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2.07％ 
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル 
オムニバス アカウント  
（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室） 

1.57％ 

コマツ電子金属従業員持株会 1.52％ 
ミレニアム 
（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行カストディ業務部） 

1.42％ 

ジェーピー モルガン チェース バンク 385067 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室） 

1.41％ 

クレディ スイス ルクセンブルグ エスエー デポジタリー バンク 
（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行カストディ業務部） 

1.16％ 

ゴールドマン・サックス・インターナショナル 
（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店） 

0.94％ 

コマツ電子金属協力持株会 0.91％ 
株式会社三井住友銀行 0.90％ 

（注1） 対象者の概要に関する情報は、対象者が平成18年6月29日に提出した第61期有価証券報告書

に基づき記載しております。 

（注2） 持株比率は、平成18年3月31日現在における対象者の発行済株式総数（30,200,000株）を基準に

算出しております。 

（注3） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式は、全数が信託業務に係る株式で

あります。 

（注4） フィデリティ投信株式会社から、平成18年4月14日付で提出された大量保有報告書により平成18

年3月31日現在で1,761,200株を保有している旨の報告がなされておりますが、対象者では当該

期日における同社の所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりませ

ん。 

⑧ 当社との関係 

資本関係：該当事項はありません。 

人的関係：該当事項はありません。 

取引関係：該当事項はありません。 

（2） 買付けを行う株券等の種類 

普通株式 

（3） 公開買付期間 

平成 18 年 9 月 13 日（水曜日）から平成 18 年 10 月 11 日（水曜日）まで （29 日間） 

（4） 買付価格 

1 株につき 2,400 円 

（5） 買付価格の算定の基礎 

当社が提示する本公開買付けの買付価格（１株当たり 2,400 円）は、コマツと当社との

間で対象者普通株式に対する公開買付け及び応募に関する基本合意書を締結した平成

18 年６月 14 日時点における対象者普通株式の市場価格、対象者の財務･資産状況及び将

来収益等を総合的に勘案して同時点で決定致しました。なお、当該買付価格は、平成 18
年６月 14 日に先立つ６ヶ月間の取引日の株式会社東京証券取引所市場第二部における

対象者普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（2,754 円。終値
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のない日を除いて計算。） より約 13％ディスカウントした金額に相当します。 

（6） 買付予定株式数  15,402,000 株   

（注1） 応募株券等の総数が買付予定株式数（15,402,000 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付

けを行いません。応募株券等の総数が買付予定株式数を超える場合は、その超える部分の全部又は

一部の買付けを行わないものとし、証券取引法第 27 条の 13 第 5 項及び発行者以外の者による株券

等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買

付等に係る受渡しその他の決済を行います。 

（注2） 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3） 単元未満株式については、本公開買付けの対象としておりません。 

（7） 公開買付けによる所有株式数の異動 

買付前所有株式数   0 株 （所有比率 0.00％） 

買付後所有株式数   15,402,000 株 （所有比率 51.00％） 

（注1） 買付後所有株式数は、買付予定株式数（15,402,000 株）を買付けた場合の株式数です。 

（注2） 所有比率は、平成 18 年 3 月 31 日現在における対象者の発行済株式総数（30,200,000 株）を基準に

算出しております。 

（8） 公開買付開始公告日 

平成 18 年 9 月 13 日（水曜日） 

（9） 公開買付代理人 

三菱ＵＦＪ証券株式会社 

（10）買付けに要する資金 

36,988 百万円（予定） 

（11）決済の開始日 

平成 18 年 10 月 18 日（水曜日） 

 

３．対象者との公開買付けに関する合意 

当社は、本公開買付けについて対象者の取締役会から賛同の意を得ております。 

 

４．今後の見通し 

本公開買付けにより、対象者は当社の連結子会社となる予定です。 

当社の平成 19 年１月期の業績に与える影響につきましては、本公開買付け終了後、改めてご報告

致します。 

以 上 
このプレスリリースは、公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成

されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず当社が作成する公開買付説明書をご覧頂いた

上で、株主ご自身の判断で申込みを行って下さい。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しく

は勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース（若しくはそ

の一部）又はその配布の事実が当該公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に

際してこれらに依拠することはできないものとします。本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若

しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段

（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を使用して

行われるものではなく、さらに米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段

により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。 

また、本公開買付けに係るプレスリリース又はその他の関連書類はいずれも、米国内において若しくは米国に

向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布

を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。米国

の居住者に対しては、また、米国内においては、有価証券又はその他同等物の買受けの勧誘は行っておらず、

米国の居住者が、また、米国内から、当社に対してこれらを送ってきたとしてもお受けしません。国又は地域によ

っては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる場合

はそれらの制限に留意し、遵守して下さい。本公開買付けの実施が違法となる国又は地域においては、仮にこ

のプレスリリースが受領されても、本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧

誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。 
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【参考資料】 

 
                平成１８年９月１２日 

各  位 
会社名    コマツ電子金属株式会社 
代表者名   代表取締役社長 阿部 隆司 
（コード番号 ５９７７ 東証第二部） 
問合せ先   取締役兼専務執行役員 

管理部長 横川 三男 
（ＴＥＬ．０３－５５６１－３３６１） 

 

公開買付けの賛同に関するお知らせ 

 
 当社は、平成１８年９月１２日開催の取締役会において、株式会社ＳＵＭＣＯ（コード番号３ 

４３６東証第一部、以下「ＳＵＭＣＯ」という）が実施する当社株式の公開買付けについて賛同 

の意を表明することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．公開買付者の概要 

 （１）商   号   株式会社ＳＵＭＣＯ（ＳＵＭＣＯ Corporation） 

 （２）主な事業内容  シリコンウェーハの製造・販売 

 （３）設立年月日   平成１１年７月３０日 

 （４）本店所在地   東京都港区芝浦一丁目２番１号 

 （５）代 表 者   取締役社長 重松 健二郎 

 （６）資 本 金   ８２１億７千３百万円（平成１８年１月３１日現在） 

 （７）大株主構成および持株比率（平成１８年１月３１日現在） 

     住友金属工業株式会社                        29.95% 

     三菱マテリアル株式会社                       29.95% 

     日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）            5.85% 

     日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）          3.80% 

     ザ チェース マンハッタン バンク 385036 

     （常任代理人 株式会社みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 兜町証券決済業務室）     2.65% 

     野村信託銀行株式会社（投信口）                    0.96% 

     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（信託口）                 0.92% 

     ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル 

     オムニバス アカウント （常任代理人 株式会社みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 

     兜町証券決済業務室）                         0.74% 

     ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン 

     （常任代理人 株式会社みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 兜町証券決済業務室）     0.72% 

     ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 

     （常任代理人 株式会社みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 兜町証券決済業務室）     0.63% 

 （８）当社との関係  該当事項はありません。 
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２．当該公開買付けに関する意見の内容および理由 

ＳＵＭＣＯは、当社同様大口径３００ｍｍから小口径特殊・高精度品までの幅広い事業分 

野をカバーするシリコンウェーハの専業メーカーであり、現在、生産能力拡張や製品のライ 

ンアップを充実するための投資活動を積極的に行っております。その様な中で当社は、当該 

公開買付けによりＳＵＭＣＯグループの一員となり、統合された事業戦略を共有化していく 

ことになります。これにより、３００ｍｍウェーハなどの設備投資の最適化や技術面での連 

携など大きなシナジー効果を期待できると共に、研究開発・技術・製造・販売などの各領域 

で、コスト面を含めた相乗効果を発揮することができ、更なる事業の飛躍が望めると判断い 

たしました。 

よって、当該公開買付けが、当社の企業価値を一層高め、株主、社員をはじめ多くのステ 

ークホルダーに資するものと確信し、平成１８年９月１２日開催の当社取締役会において、 

賛同の意を表明する旨決議したものであります。 

 

 

（ご参考）ＳＵＭＣＯによる当社株式の公開買付けの概要 

 （１）買付けを行う株券等の種類   普通株式 

（２）公開買付期間 

   平成１８年９月１３日（水）～平成１８年１０月１１日（水）の２９日間 

（３）買付価格           １株につき、2,400 円 

（４）買付価格の算定の基礎 

コマツとＳＵＭＣＯとの間で当社普通株式の公開買付及び応募に関する基本合意書を

締結した平成１８年６月１４日時点における当社普通株式の市場価格、当社の財務･資

産状況及び将来収益等を総合的に勘案して同時点で決定した。なお、当該買付価格は、

平成１８年６月１４日に先立つ６ヶ月間の取引日の株式会社東京証券取引所市場第二

部における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（2,754

円。終値のない日を除いて計算。） より約 13％ディスカウントした金額に相当する。 

（５）買付予定株式数        15,402,000 株（発行済み株式総数比率 51%） 

（注）応募株券等の総数が買付予定株式数に満たないときは、応募株券等の全部につい

ての買付けを行わない。また、応募株券等の総数が買付予定株式数を超えるとき

は、その超える部分全部の買付けを行わず、応募株主から法令の定めに基づきあ

ん分比例方式により買付ける。 

（６）公開買付けによる所有株式数の異動 

    買付け前所有株式数          0 株（所有割合    0.00%） 

    買付け後所有株式数     15,402,000 株（所有割合    51.00%） 

（７）公開買付開始公告日      平成１８年９月１３日 

（８）公開買付代理人        三菱ＵＦＪ証券株式会社 

（９）買付けに要する資金      36,988 百万円（予定） 

 

 

 

以 上 
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各 位 
２００６年９月１２日 

 
会社名   コマツ（株式会社 小松製作所） 

代表者名  代表取締役社長 坂根 正弘 

本社所在地 東京都港区赤坂二丁目３番６号 

コード番号 6301 東、大 第一部 

問合せ先  ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 岡田 正 

TEL：03-5561-2616 
 

公開買付け応募に関するお知らせ 
 

当社は、２００６年６月１４日公表の「株式譲渡に関する基本合意について」のとおり、

株式会社 SUMCO＜社長：重松健二郎＞（SUMCO）によるコマツ電子金属株式会社＜社長：

阿部隆司＞（コマツ電子金属）に対する公開買付けの実施及び当社による応募に関し、

SUMCO と基本合意書を締結しました。その後、SUMCO による買収前監査及び関係各国で

の独禁法上の届出手続き等が終了（なお、中華人民共和国については、公開買付け期間末日

の前日までに待機期間が満了すると理解しています。）したことから、本日開催の当社取締役

会において、同基本合意書に従い、SUMCO と公開買付けに関する契約書を締結し、当該公

開買付けに応募することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

－ 記 － 
 

［応募の理由］ 
当社は、建設・鉱山機械や産業機械など広義の「産業機械分野」を中核事業と位置づけ、

コマツ電子金属のシリコンウェーハ事業を含むエレクトロニクス事業については、自立した

経営体質を確保し、さらに業界での有力なパートナーとの提携を軸に事業の発展を目指して

きました。 
コマツ電子金属は１９９５年に台湾プラスチックグループと合弁会社（台湾小松電子材料

股份有限公司）を設立し、台湾における２００mm シリコンウェーハのトップサプライヤー

の地位を確立しており、日本・台湾の２極生産体制で事業強化と収益向上に努めてきました。 
コマツ電子金属にとって、SUMCO グループの一員になることにより、台湾における３０

０mm ウェーハの設備投資の加速や技術面でのシナジーが期待でき、より一層の事業発展が

期待できると当社は確信しています。 
一方、当社は、コマツ電子金属株式の譲渡により、経営資源を中核事業である「産業機械

分野」により一層集中することが可能になり、当社の中核事業の更なる事業基盤の強化と、

積極的な事業展開を図る所存です。 
 

［応募予定株式数］ 
１８，７０２，９００株（発行済株式総数の６１．９３％、当社保有の全株式） 
但し、SUMCO の買付け予定数は１５，４０２，０００株（発行済株式総数の５１％）で

すので、当社は少なくとも３，３００，９００株（発行済株式総数の１０．９３％）を公

開買付け後も保有することになります。 
 
［公開買付け価格］ 
コマツ電子金属の普通株式一株につき２，４００円 
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［日程］ 
２００６年９月１２日 公開買付け公表 
２００６年９月１３日 公開買付け開始公告日 
２００６年１０月１１日 公開買付け期間末日 
２００６年１０月１８日 決済の開始日 
 

［コマツ電子金属の概要］ 
商  号： コマツ電子金属株式会社 (Komatsu Electronic Metals Co., Ltd.) 
設立年月日： １９６０年４月１８日 
本店所在地： 長崎県大村市雄ケ原町１３２４番地２ 
代 表 者： 代表取締役社長 阿部 隆司 
事業内容： シリコンウェーハの製造・販売 
大 株 主： コマツ（６１．９３％） 
生産拠点： 長崎、宮崎、台湾（台湾小松電子材料股份有限公司） 
従業員数： ２，７５８人 
売 上 高： ８６６億円 （２００６年３月期） 
 
最近事業年度における業績（連結） （単位：百万円） 

 ２００５年３月期 ２００６年３月期 
売 上 高 ７４，９０８ ８６，６６７ 
営業利益 ６，０３２ ８，９７０ 
経常利益 ５，９６４ ９，９４５ 
総 資 産 ９５，１６１ １０８，２８２ 
株主資本 ２５，１３４ ３０，７７１ 

 
［SUMCO の概要］ 
商  号： 株式会社 SUMCO（SUMCO Corporation) 
設立年月日： １９９９年７月３０日 
本店所在地： 東京都港区芝浦一丁目２番１号 
代 表 者： 取締役社長 重松 健二郎 
事業内容： シリコンウェーハの製造・販売 
大 株 主： 住友金属工業株式会社（２９．９％）、三菱マテリアル株式会社（２９．９％） 
生産拠点： 佐賀、伊万里、米沢他 
従業員数： ５，５５４人 
売 上 高： ２，２０５億円 （２００６年１月期） 
 

［今後の見通し］ 
本公開買付けにより、コマツ電子金属は当社の連結対象外となる予定です。公開買付けが

完了した場合の当社の２００７年 3 月期の業績予想は、本公開買付け終了後、お知らせ致

します。 
 
 

以 上 
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