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平成 18 年 10 月 20 日 

 

各      位 

 

会 社 名 神明電機株式会社 

代表者名 代表取締役社長 松村 清継 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：６９５６） 

問合せ先 総務部長 仲丸 雅隆 

電  話 044－555－1211 

 

公開買付けの賛同に関するお知らせ 

 

当社は、平成 18 年 10 月 20 日開催の取締役会において、神明興産株式会社（以下「公開買付

者」といいます。）が当社株式を対象に実施する公開買付けに関し、賛同の意を表明することを

決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 公開買付者の概要 

(1) 商号 神明興産株式会社 

(2) 主な事業内容 損害保険代理業、有価証券の投資・運用 

(3) 設立年月日 昭和 58 年 12 月 12 日 

(4) 本店所在地 東京都大田区久が原１－16－１ 

(5) 代表者 松村清継 

(6) 資本金の額 59,480 千円 

(7) 大株主構成及び所有比率（平成 18 年 10 月 20 日現在） 

岩松千代子 47.29％ 

SMBC キャピタル７号投資事業有限責任組合 20.09％ 

NIF-PAMA 企業支援ファンド A 号投資事業有限責任組合 16.08％ 

松村幸子 8.32％ 

NIF コーポレート・インベストメンツ株式会社 4.01％ 

松村清継 2.27％ 

岩松要 1.93％ 
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(8) 当社との関係 

① 資本関係 議決権被所有割合 26.65％（平成 18 年 10 月 20 日現在） 

② 人的関係 当社代表取締役社長である松村清継及び同取締役である岩松要は

それぞれ公開買付者の代表取締役社長及び取締役であります。 

③ 取引関係 該当事項はありません。 

④ その他 公開買付者はその他の関係会社に該当 

 

２． 当該公開買付けに関する意見の内容及び理由 

当社は、公開買付者が当社株式を対象に実施する予定の公開買付け（以下「本公開買付け」

といいます。）に関し、平成 18 年 10 月 20 日付取締役会決議に基づき、賛同の意を表明いた

します。 

 

公開買付者は、平成 18 年 10 月 20 日現在、当社の株式 1,780,882 株（当社の発行済株式総

数（自己株式を含む。）に対する所有株式の割合約 24.19％）を保有する筆頭株主であり、当

社の代表取締役社長である松村清継、同取締役である岩松要及びその親族を中心に、SMBC キ

ャピタル７号投資事業有限責任組合（以下「SMBCLLP」といいます。）、NIF-PAMA 企業支援ファ

ンド A 号投資事業有限責任組合（以下「NIFLLP」といいます。）、及び NIF コーポレート・イ

ンベストメンツ株式会社（以下「NIFCI」といいます。）が共同出資する会社であります。 

 

SMBCLLP 及び NIFLLP は、エヌ･アイ･エフ SMBC ベンチャーズ株式会社（以下「エヌ･アイ･

エフ SMBC ベンチャーズ」といいます。）の 100％子会社である NS キャピタル株式会社及び NIF

コーポレート・マネジメント株式会社がそれぞれ運営する投資事業有限責任組合であり、

NIFCI は、NIF コーポレート・マネジメント株式会社の 100％子会社であります。また、当社

の代表取締役社長である松村清継及び同取締役である岩松要は、それぞれ公開買付者の代表

取締役社長及び取締役であります。 

 

エヌ･アイ･エフ SMBC ベンチャーズは、国内及び海外における有望な未上場ベンチャー企業

への投資活動及び投資後の成長支援活動を目的として昭和 58年に設立されたベンチャーキャ

ピタルで、ベンチャー投資事業とバイアウト投資事業を事業の二つの柱としております。バ

イアウト投資事業については、優良な経営資源を有する中堅企業を主なターゲットに企業価

値向上を支援する目的で平成 16 年３月に設立された NIF-PAMA 企業支援ファンド A 号投資事

業有限責任組合をはじめとする投資事業組合を同社の 100％子会社を通じて運営しておりま

す。 

 

本公開買付けは、当社の発行済株式のうち、当社が保有する自己株式を除いた全株式を取

得する目的で実施されます。 

 

本公開買付けは、当社経営陣によるマネジメント・バイアウト（MBO）（注）の一環として

行われるものです。当社の経営陣のうち、代表取締役である松村清継及び取締役である岩松

要は、本公開買付け後も引き続き当社の経営に従事することが予定されております。 
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当社は、昭和 31 年に設立以来、電子部品の専門メーカーとして一貫してニッチ分野に特化

して業績を上げてまいりました。現在、国内１工場、海外３工場、また海外販売子会社４社

を有するまでに発展し、売上・利益共に順調に推移しております。 

しかしながら、最近は原材料価格の値上がり、海外競合他社の価格攻勢、人民元の切上げ、

中国での労務コストの上昇等、当社を取り巻く環境は厳しくなっており、利益率も近年減少

しております。 

こうした経営環境の変化に対応するためには、中長期的な視野に立脚した経営戦略を、短

期的な業績の変動に左右されることなく、可及的速やかに実行する体制を整備することが必

要不可欠であります。当社は現在株式会社ジャスダック証券取引所（以下「ジャスダック証

券取引所」といいます。）に上場しておりますが、上場企業であるがゆえに迅速な意思決定及

び中長期的な視野に立った大胆な経営戦略の実行が困難でありました。 

また、当社の今後の成長戦略として、大胆な組織再編も検討項目として認識しております

が、上場企業における組織再編行為は、意思決定から承認、実行までのスピードに劣るとい

う不利益があり、変化の速い市場環境に柔軟に対応できない虞があります。 

公開買付者は、このような環境に鑑み、当社の企業価値をより一層高めるために、また、

意思決定及びその実行のスピードを高めるためには当社株式を非上場化することが必要不可

欠であるという認識の下、一般株主より当社株式を買い取るための手法として、マネジメン

ト・バイアウト（MBO）（注）の手法により本公開買付けを行うことを決定いたしました。 

公開買付者及び当社は、本公開買付け後、経営陣・従業員が一体となって中長期の目標に

果敢にチャレンジし、企業価値の向上と顧客満足の向上を追及し、新たな経営戦略を実行し

ていく方針であります。 

 

本公開買付けにおける買付け価格である１株当たり 1,900 円は、公開買付者が当社の普通

株式の株価推移、財務状況、営業状況及び将来収益等の諸要素を総合的に勘案して決定した

ものであり、平成 18 年 10 月 19 日までの過去３ヶ月間のジャスダック証券取引所における当

社株式の売買価格の終値の単純平均値 1,363 円（小数点以下四捨五入）に対して、約 39.4％

のプレミアムを加えた価格であります。 

当社取締役会は、キャスト国際共同会計事務所により作成された当社株式価値に関する算

定報告書を参考資料とし、法律事務所からの助言を受けた上で、更に慎重に議論を重ねた結

果、買付け価格を含む本公開買付けの諸条件は妥当であると判断するに至りました。 

 

以上に基づいて、当社取締役会は、本公開買付けに賛同する旨を決議いたしました。なお、

当社の代表取締役社長である松村清継及び同取締役である岩松要は、それぞれ公開買付者の

代表取締役社長及び取締役であることに鑑み、特別利害関係人として、当該決議には参加し

ておりません。 

 

なお、公開買付者は、より効率的かつ機動的に上記の戦略を実行するため、産業活力再生

特別措置法第６条第１項に基づく経営資源再活用計画（以下「本計画」といいます。）の主務

大臣による認定を取得しております。 
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本公開買付け終了後、公開買付者及び当社は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律第 450 条第７項の規定によりなお効力を有するものとされる、同法第 449 条の規定

による改正前の産業活力再生特別措置法第 12 条の９第１項の要件を満たすときは、金銭交付

による吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを企図しています。本合併につい

ては、公開買付者が、本公開買付け終了後、本計画に基づき金銭交付による合併の認定を受

けた上で、公開買付者を存続会社とし、当社を消滅会社とする吸収合併を行い、消滅会社た

る当社のその時点における公開買付者以外の株主に対して、対価として存続会社となる公開

買付者の株式の発行に代えて金銭を交付する予定です。この時に交付される金銭の額につい

ては、本公開買付けにおける買付価格を基準に算定する予定ですが、この金銭の額は本公開

買付けにおける買付価格とは異なる可能性があります。また、本合併の際には、消滅会社た

る当社の株主は、会社法第 785 条の規定に基づき、当社に対して株式買取請求をすることが

できます。この場合の１株あたりの株式の買取価格は、本合併において消滅会社たる当社の

株主の有する株式１株につき交付される金銭の額とは異なる可能性があります。なお、公開

買付者は、本合併について産業活力再生特別措置法第 12 条第１項の規定による略式組織再編

の制度を活用し、当社における株主総会の決議を行わずに実施する予定であります。本公開

買付け、本合併による金銭の交付及び本合併にかかる株式買取請求による買取りの場合の税

務上の取扱いについては、各自の税務アドバイザーにご確認いただきますようお願いいたし

ます。 

 

公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う株式数に上限を設定しておらず、本公

開買付けの結果次第では、当社株式はジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に従い、

所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付け後に、公開買付者

による当社の吸収合併が行われる場合には、当社株式は上場廃止となります。上場廃止後は

当社株式をジャスダック証券取引所において取引することはできません。 

 

（注） マネジメント・バイアウト（MBO）とは、一般的に、買収対象企業の経営陣が、金融投資

家と共同して対象企業の株式を買収する取引を指します。 

 

以上 

 

 

※本公開買付けの概要につきましては、別添の【参考資料】をご参照ください。 
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【参考資料】 

平成 18 年 10 月 20 日 

 

各  位 

 

東京都大田区久が原一丁目 16 番地１号

神明興産株式会社 

代表取締役社長 松村 清継 

 

 

公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

当社は、平成 18 年 10 月 20 日開催の取締役会において、神明電機株式会社（以下「対象者」

といいます。）の株式を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを

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 

 

１． 公開買付けの目的 

当社は、対象者の代表取締役を務める松村清継及びその親族を中心に、SMBC キャピタル７号

投資事業有限責任組合（以下「SMBCLLP」といいます。）、NIF－PAMA 企業支援ファンド A 号投

資事業有限責任組合（以下「NIFLLP」といいます。）、NIF コーポレート・インベストメンツ株

式会社（以下「NIFCI」といいます。）が共同出資する会社であり、有価証券の投資・運用等を

主たる事業内容としております。 

 

SMBCLLP 及び NIFLLP は、エヌ･アイ･エフ SMBC ベンチャーズ株式会社（以下「エヌ･アイ･エ

フ SMBC ベンチャーズ」といいます。）の 100％子会社である NS キャピタル株式会社及び NIF

コーポレート・マネジメント株式会社がそれぞれ運営する投資事業有限責任組合であり、NIFCI

は、NIF コーポレート・マネジメント株式会社の 100％子会社であります。 

 

エヌ･アイ･エフ SMBC ベンチャーズは、国内及び海外における有望な未上場ベンチャー企業

への投資活動及び投資後の成長支援活動を目的として昭和 58 年に設立されたベンチャーキャ

ピタルで、ベンチャー投資事業とバイアウト投資事業を事業の二つの柱としております。バイ

アウト投資事業については、優良な経営資源を有する中堅企業を主なターゲットに企業価値向

上を支援する目的で平成16年３月に設立されたNIF-PAMA企業支援ファンドA号投資事業有限

責任組合をはじめとする投資事業組合を同社の 100％子会社を通じて運営しております。 
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現在当社は、対象者の発行済株式総数（自己株式を含む。以下同じ。）のうち 1,780,882 株

（対象者の発行済株式総数（平成 18 年 10 月 20 日現在。以下同じ。）に対する所有株式数の割

合約 24.19％）を保有しておりますが、今般、対象者の発行済株式のうち、当社が既に所有し

ている対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除いた全株式を取得する目的で、公開買付

けを実施することを決定いたしました。 

 

当社の取締役であり対象者の取締役である岩松要（対象者の発行済株式総数に対する所有株

式数の割合（以下「株式所有割合」という。）約 1.11％）及び当社に対して特別資本関係（注

１）を有する岩松千代子（株式所有割合約 4.13％）、並びに当社の大株主である松村幸子（株

式所有割合約 2.06％）は、各自の所有する対象者株式について、原則として本公開買付けに

応募することに同意しております。また、本公開買付けについては、対象者の取締役である渡

辺久雄氏（株式所有割合約 0.21％）、吉松徹二氏（株式所有割合約 0.05％）及び齋藤直樹氏（株

式所有割合約 0.01％）、並びに対象者の監査役である岩松義雄氏（株式所有割合約 3.63％）よ

り、各自が所有する対象者株式について、原則として本公開買付けに応募することの同意を頂

いております。 

 

本公開買付けは、対象者経営陣によるマネジメント・バイアウト（MBO）（注２）の一環とし

て行われるものです。対象者の経営陣のうち、当社の代表取締役である松村清継及び同取締役

である岩松要は、本公開買付け後も引き続き対象者の経営に従事することが予定されておりま

す。 

なお、対象者は、平成 18 年 10 月 20 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する

ことを決議しております。なお、対象者の代表取締役社長である松村清継及び同取締役である

岩松要は、それぞれ当社の代表取締役社長及び取締役であることに鑑み、特別利害関係人とし

て、かかる決議には参加しておりません。 

 

対象者は、昭和 31 年に設立以来、電子部品の専門メーカーとして一貫してニッチ分野に特

化して業績を上げてまいりました。現在、国内１工場、海外３工場、また海外販売子会社４社

を有するまでに発展し、売上・利益共に順調に推移しております。 

しかしながら、最近は原材料価格の値上がり、海外競合他社の価格攻勢、人民元の切上げ、

中国での労務コストの上昇等、対象者を取り巻く環境は厳しくなっており、利益率も近年減少

しております。 

こうした経営環境の変化に対応するためには、中長期的な視野に立脚した経営戦略を、短期

的な業績の変動に左右されることなく、可及的速やかに実行する体制を整備することが必要不

可欠であります。対象者は現在株式会社ジャスダック証券取引所（以下「ジャスダック証券取

引所」といいます。）に上場しておりますが、上場企業であるがゆえに迅速な意思決定及び中

長期的な視野に立った大胆な経営戦略の実行が困難でありました。 

また、対象者の今後の成長戦略として、大胆な組織再編も検討項目として認識しております

が、上場企業における組織再編行為は、意思決定から承認、実行までのスピードに劣るという

不利益があり、変化の速い市場環境に柔軟に対応できない虞があります。 
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当社は、このような環境に鑑み、対象者の企業価値をより一層高めるために、また、意思決

定及びその実行のスピードを高めるためには対象者を非上場化することが必要不可欠である

という認識の下、一般株主より対象者株式を買取るための手法として、マネジメント・バイア

ウト（MBO）（注２）の手法により本公開買付けを行うことを決定いたしました。 

当社及び対象者は、本公開買付け後、経営陣・従業員が一体となって中長期の目標に果敢に

チャレンジし、企業価値の向上と顧客満足の向上を追及し、新たな経営戦略を実行していく方

針であります。 

 

なお、当社は、より効率的かつ機動的に上記の戦略を実行するため、産業活力再生特別措置

法第６条第１項に基づく経営資源再活用計画（以下「本計画」といいます。）の主務大臣によ

る認定を取得しております。 

本公開買付け終了後、当社及び対象者は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律第 450 条第７項の規定によりなお効力を有するものとされる、同法第 449 条の規定による改

正前の産業活力再生特別措置法第 12 条の９第１項の要件を満たすときは、金銭交付による吸

収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを企図しています。本合併については、当

社が、本公開買付け終了後、本計画に基づき金銭交付による合併の認定を受けた上で、当社を

存続会社とし、対象者を消滅会社とする吸収合併を行い、消滅会社たる対象者のその時点にお

ける当社以外の株主に対して、対価として存続会社となる当社の株式の発行に代えて金銭を交

付する予定です。この時に交付される金銭の額については、本公開買付けにおける買付価格を

基準に算定する予定ですが、この金銭の額は本公開買付けにおける買付価格とは異なる可能性

があります。また、本合併の際には、消滅会社たる対象者の株主は、会社法第 785 条の規定に

基づき、対象者に対して株式買取請求をすることができます。この場合の１株あたりの株式の

買取価格は、本合併において消滅会社たる対象者の株主の有する株式１株につき交付される金

銭の額とは異なる可能性があります。なお、当社は、本合併について産業活力再生特別措置法

第 12 条第１項の規定による略式組織再編の制度を活用し、対象者における株主総会の決議を

行わずに実施する予定であります。本公開買付け、本合併による金銭の交付及び本合併にかか

る株式買取請求による買取りの場合の税務上の取扱いについては、各自の税務アドバイザーに

ご確認いただきますようお願いいたします。 

 

本公開買付けにおける買付け価格である１株当たり 1,900 円は、当社が対象者の普通株式の

株価推移、財務状況、営業状況及び将来収益等の諸要素を総合的に勘案して決定したものであ

り、平成 18 年 10 月 19 日までの過去３ヶ月間のジャスダック証券取引所における対象者株式

の売買価格の終値の単純平均値 1,363 円（小数点以下四捨五入）に対して、約 39.4％のプレ

ミアムを加えた価格であります。 

 

対象者の取締役会は、第三者算定機関により作成された対象者株式価値に関する算定報告書

を参考資料とし、法律事務所からの助言を受けた上で、買付け価格を含む本公開買付けの諸条

件は妥当であると判断し、平成 18 年 10 月 20 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛

同することを決議しております。 
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当社は、本公開買付けにおいて買付けを行う株式数に上限を設定しておらず、本公開買付け

の結果次第では、対象者株式はジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手

続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付け後に、当社による対象者の吸

収合併が行われる場合には、対象者株式は上場廃止となります。上場廃止後は対象者株式をジ

ャスダック証券取引所において取引することはできません。 

 

（注１） 特別資本関係とは、証券取引法施行令第９条１項第２号において定義される「特別資

本関係」を指します。 

（注２） マネジメント・バイアウト（MBO）とは、一般的に、買収対象企業の経営陣が、金融投

資家と共同して対象企業の株式を買収する取引を指します。 

 

２． 公開買付けの概要 

(1) 対象会社の概要 

① 商 号 神明電機株式会社 

② 主 な 事 業 内 容 電子部品製造販売 

③ 設 立 年 月 日 昭和 33 年９月 20 日 

④ 本 店 所 在 地 神奈川県川崎市幸区紺屋町 34－１ 

⑤ 代 表 者 代表取締役社長 松村 清継 

⑥ 資 本 金 の 額 537,050 千円（平成 18 年６月 30 日現在） 

⑦ 発行済株式の総数 7,363,092 株（平成 18 年６月 30 日現在） 

⑧ 大株主構成及び所有比率 （平成 18 年６月 30 日現在） 

神明興産有限会社 24.19％ 

神明電機株式会社 8.09％ 

BNP パリバセキュリティーズサービス（ルクセンブルグ） 7.88％ 

岩松 一郎 6.59％ 

(注) 所有比率は、対象者の平成 18 年６月 30 日現在の発行済株式数 7,363,092 株（対

象者の所有する自己株式 595,850 株を含む。）を基準に算出しております。 

⑨ 最近事業年度における業績の動向 

（連結） （単位：千円） 

決算年月 平成16年１月 
（第46期） 

平成16年12月 
（第47期） 

平成17年12月 
（第48期） 

売上高 7,791,768 7,056,043 8,033,500 

経常利益 1,385,897 902,474 1,478,763 

当期純利益 1,093,589 260,094 429,258 

（単体） （単位：千円） 

決算年月 平成16年１月 
（第46期） 

平成16年12月 
（第47期） 

平成17年12月 
（第48期） 

売上高 8,368,633 7,215,930 8,656,316 

経常利益 468,417 169,032 2,140,098 

当期純利益（当期純損失） 266,201 (348,918) 1,172,370 
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⑩ 当社との関係 

資本関係 ： 議決権所有割合 26.65％（平成 18 年 10 月 20 日現在） 

人的関係 ： 当社代表取締役社長である松村清継及び同取締役である岩松要は

それぞれ対象者の代表取締役社長及び取締役であります。 

取引関係 ： 無 

その他 ： 対象者は当社の関係会社に該当 

 

(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 10 月 27 日（金曜日）から 

   平成 18 年 11 月 29 日（水曜日）までの 34 日間 

(4) 買付価格 ： １株につき 1,900 円 

(5) 買付価格の算定の基礎 ： 

 １株当たり 1,900 円は、平成 18 年 10 月 19 日までの過去３ヶ月間のジャスダック証券取

引所における対象者株式の売買価格の終値の単純平均値 1,363 円（小数点以下四捨五入）

に対して約 39.4％のプレミアムを加えた金額となります。上記価格は対象者の普通株式の

株価推移、財務状況、営業状況及び将来収益等の諸要素を総合的に勘案して決定したもの

です。 

(6) 買付予定株式総数 ： 4,986,360 株 

 買付予定株式数 ： 2,731,118 株 

 超過予定株式数 ： 2,255,242 株 

（注） 応募株券の総数が買付予定株式数に満たない場合は、その応募株券の全部の買付

けを行いません。応募株券の総数が買付予定株式数以上の場合は、自己株式を除

く応募株券の全部の買付けを行います。 

 従って、取得する株券の数は最大で 4,986,360 株となります。 

(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 ： 1,780,882 株（所有比率 26.32％） 

買付後所有株式数 ： 6,767,242 株（所有比率 100.00％） 

（注 1） 買付後所有株式数は、買付予定株式総数（4,986,360 株）を買い付けた場合の

株式数です。 

（注 2） 所有比率は 6,767,242 株（対象者の平成 18 年６月 30 日現在の発行済株式総

数 7,363,092 株から、対象者の所有する自己株式 595,850 株を除いたもの）

を基準に算出しております。 

(8) 買付けに要する資金 ： 9,474,084,000 円 

（注） 買付予定株式総数に買付価格を乗じたものです。 

(9) 公開買付開始公告日 

 平成 18 年 10 月 27 日（金曜日） 

(10) 公開買付代理人 

 大和証券エスエムビーシー株式会社 

 大和証券株式会社（復代理人） 
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３． 対象者又はその役員との本公開買付けに関する合意の有無 

本公開買付けについては、対象者の取締役会の賛同を得ております（なお、対象者の代表取

締役社長である松村清継及び同取締役である岩松要は、それぞれ当社の代表取締役社長及び取

締役であることに鑑み、特別利害関係人として、かかる決議には参加しておりません。）。 

また、当社の役員であり対象者の役員でもある岩松要及び対象者の役員である渡辺久雄氏、

吉松徹二氏、齋藤直樹氏、岩松義雄氏からそれぞれが保有する対象者株式について原則として

本公開買付けに応募することにつき同意を得ております。 

 

４． 今後の見通し 

当社は、対象者の成長・発展を実現するための事業戦略を推進し、企業価値の向上を実現す

るために、対象者を非上場化し、迅速な意思決定体制の構築を図ってまいります。 

 

 

以 上 


