
 

 
平成 19 年 3 月 23 日 

各  位 

上場会社名 日本精密株式会社 

(JASDAQ コード番号：7771) 

代表者名  代表取締役社長 宮田 治 

問合わせ先 取締役 田崎 政己 

ＴＥＬ (048)225-5311 

 

平成 19 年 3 月 16 日発表の「新株予約権の譲渡に関するお知らせ」の 
一部変更について 

 

当社は、平成 19 年 3 月 16 日「新株予約権の譲渡に関するお知らせ」（添付資料参照

のこと）にて発表いたしましたとおり、篠邊貞道氏 94 個、プラコム株式会社 66 個及び

篠田博一氏47個が所有する計207個の日本精密株式会社第1回有償新株予約権を、Dongwoo 
M&FC Co., Ltd.へ譲渡することについて承認決議し、お知らせしておりました。しかしな
がら、平成 19 年 3 月 22 日、当社は、割当先である篠邊貞道氏、プラコム株式会社及び篠

田博一氏から、譲渡先である Dongwoo M&FC Co., Ltd.が、新株予約権の行使の調整がつ
かないとの理由により、全新株予約権の譲渡が行えなかったとの報告がありました。また、

これを受け、割当先である篠邊貞道氏、プラコム株式会社より、当社に対して、新たに譲

渡先、譲渡日及び譲渡個数の変更を行い、譲渡を行いたいとの申し出があったことから、

当社は、本日開催の取締役会において、新株予約権の新たな譲渡先についての承認決議を

行いましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
１．譲渡を行う内容 

（１）割当先  篠邊貞道、プラコム株式会社（別紙１参照） 

（２）譲渡先  Dongwoo M&FC Co., Ltd.、小久保暁、Kross Partners,Limited 
        （別紙１参照） 

（３）譲渡日  平成 19 年 3 月 23 日 

（４）譲渡個数 160 個 

（５）譲渡金額 本新株予約権引受の際の払込金額（1個につき 10,000 円） 

 

２．譲渡先と譲渡個数の内訳 

割当先 日本精密株式会社第 1回有償新株予約権の所有残数

Dongwoo M&FC Co., Ltd. 119 個 

小久保 暁  21 個 

Kross Partners,Limited  20 個 

計 160 個 

 

 

 

 



 

（全割当先別の所有個数） 

割当先 日本精密株式会社第 1回有償新株予約権の所有残数

Dongwoo M&FC Co., Ltd. 119 個 

DKR Soundshore Oasis Holding 
Fund Limited 

70 個 

篠田 博一 47 個 

伊藤 吉久 30 個 

小久保 暁 21 個 

Kross Partners,Limited 20 個 

CEDAR DKR Holding Fund Ltd. 10 個 

計 317 個 

 

３．その他 

譲渡先である、Dongwoo M&FC Co., Ltd. 、小久保暁氏及び Kross Partners,Limited
は、本新株予約権を行使し長期保有による安定株主として当社に対する支援を行う申し

出、また、譲渡者で主要株主である筆頭株主の篠邊貞道氏は、当社に対する支援方針に

変更がないことにつきましては変更はありません。なお、今回の譲渡に関し、本新株予

約権に係る行使条件、発行要領に変更事項はございません。 

 



 

【別紙１】 

 

１．譲渡する新株予約権の数 

篠邊貞道       94 個（ 940,000 株） 

   プラコム株式会社   66 個（ 660,000 株） 

      計       160 個（1,600,000 株） 

 （注）新株予約権 1個につき 10,000 株となっております。 

 

２．譲渡先等 

【譲渡先の概要】 
名称 Dongwoo M&FC Co., Ltd. (KOSDAQに上場) 
本店所在地 396-3 Chupal-ri,Paengsung-eup,Pyongtaek-si,Kyonggi-do,Korea
代表者の氏名 CHO.SUNG WOO 
事業の内容 投資事業等 
当社との関係  
出資関係 該当事項はありません 
人的関係 該当事項はありません 
取引関係等 該当事項はありません 

 
氏名 小久保 暁 
住所 東京都渋谷区富ヶ谷 2丁目 26 番 16 号 
現職 ｼﾞｪｲ･ｳｨﾙ ﾘｿｰｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 C.E.O 
当社との関係  
出資関係 該当事項はありません 
人的関係 該当事項はありません 
取引関係等 該当事項はありません 

 
名称 Kross Partners,Limited 
本店所在地 3801,Central Plaza 18 Harbour Road,Wanchai Hong Kong 
代表者の氏名 John Matthew Ashwood 
事業の内容 コンサルタント、投資事業 
当社との関係  
出資関係 該当事項はありません 
人的関係 該当事項はありません 
取引関係等 該当事項はありません 

 
 【譲渡人の概要】 
氏名 篠邊 貞道 
住所 栃木県佐野市多田町 1083 番地 3 
現職 プラコム株式会社 代表取締役会長 



 

当社との関係  
出資関係 当社株式 854,000 株所有（大量保有報告書） 
人的関係 該当事項はありません 
取引関係等 該当事項はありません 

 
名称 プラコム株式会社 
住所 栃木県足利市今福町 907 番地 1 
代表者の氏名 代表取締役会長 篠邊 貞道 
事業の内容 日用品雑貨製造卸販売 
当社との関係  
出資関係 該当事項はありません 
人的関係 該当事項はありません 
取引関係等 該当事項はありません 

 
 

以 上 



 

【添付資料】 

 
平成 19 年 3 月 16 日 

各  位 

上場会社名 日本精密株式会社 

(JASDAQ コード番号：7771) 

代表者名  代表取締役社長 宮田 治 

問合わせ先 取締役 田崎 政己 

ＴＥＬ (048)225-5311 

 

新株予約権の譲渡に関するお知らせ 
 

平成 18 年 6 月 28 日付で発行した日本精密株式会社第 1回有償新株予約権のうち、下

記の割当先が所有する全てを譲渡したい旨の申し出があり、本日開催の取締役会におい

て決議承認されましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
１． 譲渡を行う内容 

（１）割当先  篠邊貞道、プラコム株式会社、篠田博一（別紙参照） 

（２）譲渡先  Dongwoo M&FC Co., Ltd.（別紙参照） 
（３）譲渡日  平成 19 年 3 月 16 日 

（４）譲渡個数 207 個 

（５）譲渡金額 本新株予約権引受の際の払込金額（1個につき 10,000 円） 

 

２．譲渡後の割当先別の所有残数 

割当先 日本精密株式会社第 1回有償新株予約権の所有残数

Dongwoo M&FC Co., Ltd. 207 個 

DKR Soundshore Oasis Holding 
Fund Limited 

70 個 

伊藤 吉久 30 個 

CEDAR DKR Holding Fund Ltd. 10 個 

計 317 個 

 

３．その他 

今回の譲渡につきましては、当社の主要株主である筆頭株主の篠邊貞道氏（94 個

所有）及びプラコム株式会社（66 個所有）、篠田博一氏（47 個所有）から、現在所有す

る日本精密株式会社第 1 回有償新株予約権（合計 207 個）について、所有残数全てを

Dongwoo M&FC Co., Ltd.へ譲渡したいとするものであります。譲渡先である、Dongwoo 
M&FC Co., Ltd.は、本新株予約権を行使し長期保有による安定株主として当社に対する
支援を行う申し出を受けております。また、譲渡者で主要株主である筆頭株主の篠邊貞

道氏は、当社に対する支援方針に変更がないものと判断し、本申出を受け入れることに

しました。なお、今回の譲渡に関し、本新株予約権に係る行使条件、発行要領に変更事

項はございません。 



 

【別紙】 

 

２． 譲渡する新株予約権の数 

篠邊貞道       94 個（ 940,000 株） 

   プラコム株式会社   66 個（ 660,000 株） 

   篠田博一       47 個（ 470,000 株） 

      計       207 個（2,070,000 株） 

 （注）新株予約権 1個につき 10,000 株となっております。 

 

２．譲渡先等 

【譲渡先の概要】 
名称 Dongwoo M&FC Co., Ltd. (KOSDAQに上場) 
本店所在地 396-3 Chupal-ri,Paengsung-eup,Pyongtaek-si,Kyonggi-do,Korea
代表者の氏名 CHO.SUNG WOO 
事業の内容 投資事業等 
当社との関係  
出資関係 該当事項はありません 
人的関係 該当事項はありません 
取引関係等 該当事項はありません 

 
 【譲渡人の概要】 
氏名 篠邊 貞道 
住所 栃木県佐野市多田町 1083 番地 3 
現職 プラコム株式会社 代表取締役会長 
当社との関係  
出資関係 当社株式 854,000 株所有（大量保有報告書） 
人的関係 該当事項はありません 
取引関係等 該当事項はありません 

 
名称 プラコム株式会社 
住所 栃木県足利市今福町 907 番地 1 
代表者の氏名 代表取締役会長 篠邊 貞道 
事業の内容 日用品雑貨製造卸販売 
当社との関係  
出資関係 該当事項はありません 
人的関係 該当事項はありません 
取引関係等 該当事項はありません 

 
名称 篠田 博一 
住所 東京都荒川区南千住 6丁目 57 番 11 号 



 

現職 株式会社東京衡機製造所取締役 兼 当社取締役 
当社との関係  
出資関係 該当事項はありません 
人的関係 当社 取締役 
取引関係等 該当事項はありません 

 

 

以 上 
 


