
 

1 

 

平成 18 年 11 月 30 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 

 

親会社の異動に関するお知らせ 

 

当社の親会社に下記の通り異動がありますのでお知らせ致します。 

 

記 

 

１． 異動が生じた経緯 

神明興産株式会社（以下「神明興産」といいます。）が平成 18 年 10 月 27 日より実施し

ておりました当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、

平成 18 年 11 月 29 日をもって終了し、本日神明興産より、本公開買付けを通じて当社普通

株式を 4,655,549 株取得した旨の報告がありました。 

これにより、平成 18 年 12 月７日（決済開始予定日）付けで神明興産は当社の親会社に

該当することとなります。 

 

２． 当該親会社の名称等 

(1) 名称 神明興産株式会社 

(2) 本店所在地 東京都大田区久が原一丁目 16 番１号 

(3) 代表者 代表取締役社長  松村清継 

(4) 資本金の額 59,480 千円 

(5) 主な事業内容 損害保険代理業、有価証券の投資・運用 

(6) 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

それぞれ神明興産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 異動前は、神明興産はその他の関係会社に該当



 

2 

(7) 事業年度の末日 12 月 31 日 

(8) 上場証券取引所 該当事項はありません。 

 

３． 異動の前後における当該親会社の所有株式数・議決権の数・総株主の議決権に対する割合 

 
所有株式数 

（議決権の数） 

総株主の議決権の数に

対する割合 
大株主順位 

異動前 
1,780,882 株 

（1,780 個） 
26.65％ 第１位 

異動後 
6,436,431 株 

（6,436 個） 
95.11％ 第１位 

（注 1） 異動前における総株主の議決権の数に対する割合は、対象者の総株主の議決権

の数 6,678 個（平成 18 年６月 30 日現在）を基準に算出しており、対象者が自

己で保有する自己株式を除いた単元未満株式に係る議決権の数89個を加算して

おりません。 

（注 2） 異動後における総株主の議決権の数に対する割合は、対象者の総株主の議決権

の数 6,678 個（平成 18 年６月 30 日現在）に対象者が自己で保有する自己株式

を除いた単元未満株式に係る議決権の数89個を加算した個数を基準に算出して

おります。 

 

４． 異動予定年月日 

平成 18 年 12 月７日（本公開買付けの決済の開始日である平成 18 年 12 月７日に株券の

受け渡しが行われる予定です。） 

 

５． 今後の見通し 

本公開買付けにより、当社は神明興産の子会社となります。なお、現時点における当社

の業績への影響はございません。 

また、神明興産は、平成 18 年 10 月 20 日付けで、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。 

なお、今後神明興産は、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、神明興

産が、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、神

明興産を存続会社とし、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

時点における神明興産以外の株主に対して、対価として存続会社となる神明興産の株式の

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（１株 1,900 円）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、
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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、神明興産は、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。 

本合併により、当社の株式は株式会社ジャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に従

い、所定の手続きを経て上場廃止となる予定です。 

今後の具体的手続については、決定次第、証券取引所等を通じて速やかに公表いたしま

す。 

 

以上 

 

※本公開買付けの結果に関する詳細につきましては、別添の【参考資料】をご参照ください。 

 



 

 1

【参考資料】 

平成 18 年 11 月 30 日 

 

各  位 

 

東京都大田区久が原一丁目 16 番１号 

神明興産株式会社 

代表取締役社長 松村 清継 

 

 

公開買付けの結果に関するお知らせ 

 

当社は、平成 18 年 10 月 20 日付けで、神明電機株式会社（以下「対象者」といいます。）の株

式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を開始することを取締役全員の同意をも

って決定し、平成 18 年 10 月 27 日から実施してまいりましたが、本公開買付けが平成 18 年 11

月 29 日をもって終了いたしましたので、その結果につきまして下記の通りお知らせ致します。 

 

記 

 

１． 公開買付けの概要（平成 18 年 10 月 20 日公表） 

(1) 対象会社の名称及び所在地 神明電機株式会社 

  神奈川県川崎市幸区紺屋町 34 番地１ 

(2) 買付けを行った株券等の種類 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 34 日間 

(4) 買付価格 １株につき、金 1,900 円 

 

２． 公開買付けの結果 

(1) 応募の状況 

 買付予定株式数 2,731,118 株 

 応募株式の総数 4,655,549 株 

 買付株式の総数 4,655,549 株 

 

(2) 公開買付けの成否 

応募株主総数 応募株式総数 買付株式総数 返還する株式総数 

179 件 4,655,549 株 4,655,549 株 ０株 

応募株式の数（4,655,549 株）が買付予定株式数（2,731,118 株）を超えましたので、公

開買付開始公告及び公開買付届出書に記載の通り、応募株式の全部の買付けを行います。 
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(3) あん分比例方式により買付けを行う場合の計算方式 

該当事項はありません。 

 

(4) 買付け実施後の所有株式数及び所有割合 

 ① 買付け前の所有株式数 1,780,882 株 （所有割合 26.32％） 

  買付け前の議決権の数 1,780 個 （議決権割合 26.65％） 

 ② 買付け後の所有株式数 6,436,431 株 （所有割合 95.11％） 

  買付け後の議決権の数 6,436 個 （議決権割合 95.11％） 

（注 1） 所有割合は、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。 

（注 2） 買付け前における議決権割合は、対象者の総株主の議決権の数 6,678 個（平成

18 年６月 30 日現在）を基準に算出しており、対象者が自己で保有する自己株

式を除いた単元未満株式に係る議決権の数 89 個を加算しておりません。 

（注 3） 買付け後における議決権割合は、対象者の総株主の議決権の数 6,678 個（平成

18 年６月 30 日現在）に対象者が自己で保有する自己株式を除いた単元未満株

式に係る議決権の数 89 個を加算した個数を基準に算出しております。 

（注 4） 所有割合及び議決権割合の計算においては、小数点以下第三位を四捨五入して

おります。 

 

(5) 買付け等に要する資金 8,845,543,100 円 

 

３． 決済の方法及び開始日 

(1) 買付け等の決済をする証券会社の名称及び本店の所在地 

 大和証券エスエムビーシー株式会社 （公開買付代理人） 

  東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 

 大和証券株式会社 （復代理人） 

  東京都千代田区大手町二丁目６番４号 

 

(2) 決済の開始日 平成 18 年 12 月７日（木曜日） 

 

(3) 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、買付けの通知書を応募株主等の住所（外国人株主の場合

はその常任代理人の住所）宛に郵送します。 

買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等の指

示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等の指

定した場所へ送金するか、公開買付代理人又は復代理人の応募受付をした各本店又は全国

各支店にてお支払いします。 
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４． 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 

神明興産株式会社 東京都大田区久が原一丁目 16 番１号 

株式会社ジャスダック証券取引所 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号 

 

以 上 


