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筒中プラスチック工業株式会社の公開買付けおよび株式交換による完全子会社化 

および合併に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催された取締役会において、筒中プラスチック工業株式会社（コード番

号：4225 東証・大証、以下「筒中プラスチック」といいます。）の発行する全株式の公開

買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を決議しました。また、本公開買付け後に筒

中プラスチックを株式交換（以下「本株式交換」といいます。）により完全子会社化し、そ

の後しかるべき時期に筒中プラスチックを当社に吸収合併することを筒中プラスチックと

基本合意いたしましたので、下記の通りお知らせします。 

 

記 

１．公開買付けおよび株式交換による完全子会社化、合併の目的 

①当社は平成 16 年３月に、当社グループの経営基盤の強化を目的として、筒中プラス 

チックの発行する株式の 51％を取得し、連結対象子会社としました。その後当社は 

同社の自主独立を尊重しつつ、グループ経営におけるシナジー効果の発現を目指して 

同社と必要な協業を進めてきました。その結果、両社が個々に保有する材料分析評価 

子会社の合併、硬質塩化ビニルシートの合弁会社の一層の効率的な事業運営など、一 

定の成果を上げております。 

 

 ②しかしながら、筒中プラスチックを取り巻く経営環境は、原材料価格の高騰、道路建 

設など公共事業の減少、光学事業分野の競争激化など、厳しさが増しつつあり、株主 

が期待する業績をあげることが困難な状況が続いております。筒中プラスチックの事 

業が、この苦境を乗り越え将来に向けて持続的な成長を遂げる為には、これまで以上 

の事業の選択と集中を図り、有望なコア事業に経営資源を再投入していくことが喫緊 

の課題であります。 

この課題に対処するためには、顧客と一体となって付加価値を高めていく製品開発力、

これまでの用途に捕われず市場を開拓するマーケティング力、価格競争に負けないコ
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スト競争力を一層強化することが必要であります。 

 

③そのためには、筒中プラスチック単独で取組むより当社と一体となって取組む方が 

構造的にも、組織規模からも効率的且つスピードアップが図れるものと判断しました。 

すなわち筒中プラスチックのコア事業の持つ固有の競争力に、当社の有する研究開発

力・マーケティング力を融合させ、製品に一層高度な機能を付与するとともに、少な

くない重複間接費用を削減することで、コスト競争力強化も図れることになります。 

 

④一方、当社は顧客と共に成長する素材メーカーとなることを標榜し、ＣＳ（Customer 

Satisfaction）推進活動とＳＢＰＳ（Sumitomo Bakelite Production System:住友ベ

ークライト生産システム）活動を通して、研究開発力、営業力、マーケティング力お

よびコスト競争力の強化に邁進しているところであります。 

筒中プラスチックの事業は、当社の生活関連（ＱＯＬ:Quality of Life）セグメント

に取り込まれていますが、完全一体化することにより、ＣＳ推進活動とＳＢＰＳを両

輪とする活動の一層の推進を図ることができます。特に、建装材料分野で商流・物流

の効率的活用が不可欠であり、両社のネットワークの融和が事業の総合力強化の原動

力となります。 

 

以上の理由により、筒中プラスチックを完全子会社化した後しかるべき時期に吸収合併 

することとし、これまで以上に当社グループのＱＯＬ部門の持続的な成長を図り、当 

社グループが、株主、お客様にとって一層価値ある企業に飛躍できるものと確信するも 

のであります。 

 

 本公開買付けは、筒中プラスチックのすべての発行済株式（筒中プラスチックの保有す

る自己株式を除く。）を買い取ることを目的としており、筒中プラスチックの株主の皆様

に対して近時の市場株価よりも有利な価格にてその保有する株式の売却機会を提供する

ものであります。本公開買付け価格 535 円は平成 18 年 10 月 30 日までの過去 1ヶ月間の

東京証券取引所における株価終値の平均値に約 21.8％のプレミアムを加えた金額になり

ます。本公開買付けに応募していただけなかった株主の皆様に対しては、完全子会社化

を実現するため、速やかに株式交換を実施して、当社株式を割り当てる予定です。 

 

２．公開買付けの概要 

(１)対象者の概要 

下記３．「株式交換の当事会社の概要」記載の通り 

 

(２)買付けを行う株券等の種類 
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普通株式 

 

(３)公開買付期間 

平成 18 年 11 月１日（水曜日）～平成 18 年 12 月７日（木曜日）(37 日間) 

 

(４)買付け価格 

１株につき 535 円 

 

(５)買付け価格算定の基礎 

本公開買付けの価格である１株あたり535円は、第三者算定人である野村證券株式会社

が算定した株式価値評価を参考にして決定しました。同社は、市場株価平均法、類似

会社比較法、ＤＣＦ法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)の各手法を用いて

対象者の株式価値算定を行いました。公開買付者は、各手法ごとの株式価値評価や過

去の類似案件におけるプレミアム水準を参考に、対象者による公開買付けへの賛同の

可否、本公開買付けの見通し等を総合的に勘案した結果、 終的に535円を適正な買付

け価格であると判断しました。なお、当該買付け価格は、類似会社比較法及びＤＣＦ

法で算定された株式価値評価の範囲内です。また、当該買付け価格は平成18年10月30

日までの過去１ヶ月間の東京証券取引所における株価終値の平均値に約21.8％のプレ

ミアムを加えた金額になります。 

 

 

(６)買付予定株式総数 

20,748,602 株 

（注 1）応募株券等の全部の買付けを行います。 

（注 2） 本公開買付けを通じて、筒中プラスチックが保有する自己株式を取得する予定

はありません。 

（注 3）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。ただし、応募に

際しては、株券を提出する必要があります（単元未満株式が公開買付代理人を

通じて株式会社証券保管振替機構により保管されている場合には、株券を提出

する必要はありません。）。 

（注 4）買付予定の株券等の数 20,748,602 株 は、筒中プラスチックが平成 18 年 10 月

27 日に発表した、平成 19 年３月期個別中間財務諸表の概要に記載された平成

18 年９月 30 日現在の発行済株式数 44,656,602 株（平成 18 年９月 30 日現在

の発行済株式総数から同平成 19 年３月期個別中間財務諸表の概要に記載され

た筒中プラスチックが保有する平成 18 年９月 30 日現在の自己株式数 

1,915,935 株を控除した株式数）から、当社が所有する株式数 23,908,000 株
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を控除した株式数です。 

 

（７）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 23,908,000 株 （所有比率 51.33％） 

買付け後所有株式数 44,656,602 株 （所有比率 100.00％） 

（注 1）買付け前の所有比率は、筒中プラスチックの発行済株式総数 46,572,537 株(平

成 18 年９月 30 日現在)を基準に算出しております。 

（注 2）買付け後所有株式数は、買付予定株式総数（20,748,602 株）を買付けた場合の

株式数です。 

（注 3）買付け後の所有比率は、44,656,602 株（平成 18 年９月 30 日現在の筒中プラス

チックの発行済株式総数から筒中プラスチックが保有する自己株式数

1,915,935 株（平成 18 年９月 30 日現在）を控除）を基準に算定しております。 

 

（８）公開買付開始公告日 

平成 18 年 11 月１日（水曜日） 

（注）電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 

電子公告アドレス https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm

 

（９）公開買付代理人 

野村證券株式会社 

 

（１０）買付けに要する資金 

11,231 百万円（予定） 

 

（１１）決済の開始日 

平成 18 年 12 月 14 日（木曜日） 

 

（１２）その他 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においても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も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、更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、もしくは上記施設を

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、本公開買付届出書又は関連する買付書類は米国においても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
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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。 

本公開買付けの応募に際し、応募株主等（外国人株主の場合は常任代理人）は公開買

付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。

応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米

国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報（その写しを含みます。）

も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、こ

れを受領したり送付したりしていないこと。買付けもしくは公開買付応募申込書の署

名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商

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。）又は米国内の証券取引所施設を使用していない

こと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこ

と（当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きま

す。）。 

 

３．株式交換の当事会社の概要（平成 18 年３月 31 日現在） 

(1)商号 住友ベークライト株式会社 
（公開買付者、株式交換完全親会社） 

筒中プラスチック工業株式会社
（公開買付けの対象者、株式交換完全子会社）

(2)事業内容 各種合成樹脂製品の製造、加工、

販売 

各種プラスチックシートの製

造・販売およびシート防水工事

(3)設立年月日 昭和７年１月 25 日 昭和４年２月３日 

(4)本店所在地 東京都品川区東品川二丁目５番

８号 

大阪市北区堂島浜一丁目２番６

号 

(5)代表者 代表取締役社長 小川 富太郎 代表取締役社長 多田 和男 

(6)資本金 28,766 百万円 10,063 百万円 

(7)発行済株式総数 242,454,415 株 46,572,537 株 

(8)株主資本 118,734 百万円 29,443 百万円 

(9)総資産 202,820 百万円 43,945 百万円 

(10)決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

(11)従業員数 2,296 人 654 人 

(12)主要取引先 黒田電気、長華電材股份有限公

司、住友商事ケミカル 

オダギリ、昭和興産、三井物産

(13)大株主及び持株比率 

 

住友化学 20.31% 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行 

（信託口） 9.28% 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 

（信託口） 5.37% 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 3.06% 

ｻﾞ ﾁｪｰｽ ﾏﾝﾊｯﾀﾝ ﾊﾞﾝｸ ｴﾇｴｲ 

ﾛﾝﾄﾞﾝ 2.74% 

ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ 

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 2.08% 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行・ 

住友信託退給口 1.80% 

三井住友銀行 1.80% 

資産管理ｻｰﾋﾞｽ信託銀行 

（年金特金口） 1.24% 

住友ベークライト 51.33% 

筒中プラスチック工業 4.09% 

筒中プラスチック工業取引先 

持株会 3.27% 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行 

（信託口） 2.67% 

筒中従業員持株会 1.41% 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 

（信託口） 1.36% 

住友化学 1.33% 

積水樹脂 1.23% 

ｼｰﾋﾞｰｴﾇﾜｲ ﾃﾞｨｴﾌｪｲ ｲﾝﾀｰ 

ﾅｼｮﾅﾙ ｷｬｯﾌﾟ ﾊﾞﾘｭｰ ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ 0.95% 

日本生命保険 0.85% 
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日本板硝子 1.19% 

（住友ベークライトは、自己株式 291 千

株（持株比率 0.12％）を保有しており

ます。） 

(14)主要取引銀行 三井住友銀行、住友信託銀行、

三菱東京 UFJ 銀行 

三井住友銀行、住友信託銀行、

京都銀行、常陽銀行、伊予銀行

資本関係 当社は筒中プラスチックの発行済株式の 51.33％を

保有しております。 

人的関係 当社の取締役 1 名が筒中プラスチック監査役を兼任

しております。 

(15)当事会社の関係 

取引関係 両社において硬質塩化ビニルシートの生産、材料分

析評価分野における合弁事業を行っております。 

 

４． 近３決算期間の業績 

（単体） （単位：百万円） 

 住友ベークライト株式会社 筒中プラスチック工業株式会社 

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 98,404 103,337 107,185 28,521 33,209 32,830 

営業利益 6,624 9,579 16,661 1,138 1,645 462 

経常利益 8,682 11,209 20,359 1,247 1,779 826 

当期純利益 4,139 4,527 8,098 621 1,083 154 

1 株当たり 

当期純利益（円）

17.13 18.73 33.68 13.05 23.38 3.46 

1 株当たり 

年間配当金（円）

10.00 10.00 15.00 8.00 10.00 10.00 

1 株当たり 

株主資本（円） 

434.23 442.36 489.94 652.49 667.23 659.19 

 

（連結） （単位：百万円） 

 住友ベークライト株式会社 筒中プラスチック工業株式会社 

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 170,248 223,474 241,085 41,844 44,895 46,247 

営業利益 14,928 19,670 27,249 1,794 2,197 938 

経常利益 13,731 20,535 28,570 1,627 2,187 1,085 

当期純利益 7,702 9,948 15,212 797 1,342 264 

1 株当たり 

当期純利益（円）

32.14 41.48 63.60 16.98 29.18 5.92 

1 株当たり 

株主資本（円） 

494.21 528.96 628.56 662.91 683.20 682.69 
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５．対象者との公開買付けに関する合意 

本公開買付けについて、筒中プラスチックの取締役会は賛同の意を表明しております。 

 

６．今後の見通し（株式交換について） 

筒中プラスチックは東京証券取引所第一部および大阪証券取引所第一部に上場してお

りますが、本公開買付けの結果次第では、両証券取引所有価証券上場規程の株券上場

廃止基準に抵触し、上場が廃止される可能性があり、本公開買付けの終了後に本株式

交換が行われる場合には上場廃止となります。本株式交換が行われる場合、本公開買

付けに応募しなかった筒中プラスチックの普通株式は当社の株式と交換されることと

なる予定です。本株式交換における株式交換比率は、本公開買付け価格を決定する際

に参考とした株式価値評価等と当社の株価動向や第三者算定人による株式交換比率評

価等を参考に、当社および筒中プラスチックの財務状況、業績動向、その他本公開買

付けの結果や公開買付け後の筒中プラスチックの株価動向等の要因を勘案して、本公

開買付け終了後に当社と筒中プラスチックが協議の上で決定する予定です。本株式交

換において筒中プラスチックの株主が受け取る当社株式の経済価値は、株式交換比率

次第では本公開買付け価格と異なることがあります。筒中プラスチックの株主にとっ

ては、本公開買付けに応募して同社の株式を売却することにより、本株式交換におい

て当社の株式を割り当てられる場合と比べ、金銭による対価を早期に受領することが

可能となります。本株式交換に際しては、筒中プラスチックの株主は、法令の手続に

従い、同社に対して株式買取請求をすることができますが、この場合の買取価格は本

公開買付け価格とは異なることがあります。筒中プラスチックとの株式交換比率や本

株式交換後の状況等については、本公開買付け終了後、筒中プラスチックと協議を行

い、決定次第速やかに公表いたします。 

なお、本株式交換は、以下の日程で実施される予定です。 

 

株式交換の日程（予定） 

平成 18 年 12 月  株式交換契約書承認取締役会 

   株式交換契約書締結 

平成 19 年２月  株式交換契約書承認臨時株主総会（注） 

平成 19 年３月末  効力発生日 

（注）当社は、会社法第 796 条第３項に定める簡易組織再編に該当するものとし

て、当社の株主総会の承認決議は経ないで行う予定です。また、筒中プラ

スチックも、本公開買付けの結果次第では、会社法第 784 条第１項に定め

る略式組織再編（産業活力再生特別措置法に定める認定の申請がなされ、

これに対する主務大臣の認定が行われた場合は、同法に基づき略式組織再
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編が認められる要件が変更されることがあります。）に該当するものとして、

株式交換契約書承認株主総会の決議を経ないで行う可能性があります。こ

の場合、上記の効力発生日の日程は前倒しになる可能性があります。 

 

                                     以上 

 8 


