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平成 19 年５月８日 

各位 
会 社 名       
代 表 者 名      取締役社長 後藤昌彦      

コード番 号      ６５８６ 

上場取引所 東証・名証第一部 

お問合せ先  

 取締役管理本部長 仲井憲一郎         

 ＴＥＬ（０５６６）９７－１７１７ 

 
 
 

富士ロビン株式会社株式に対する公開買付けの結果 

および子会社の異動に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 19 年３月 20日開催の取締役会において、富士ロビン株式会社（コード番号：

6021 東証第二部 以下「対象者」といいます。）の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。）の開始を決議し、平成 19年３月 22日から実施しておりましたが、本

公開買付けが平成 19 年５月７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

とおりお知らせいたします。 

 また、本公開買付けの結果、対象者が当社の連結子会社となる予定ですので、併せてお知ら

せいたします。 

   

記 

 

Ⅰ 公開買付けの結果について 

１．買付け等の概要 

（１）対象者の名称 富士ロビン株式会社 

 

（２）買付予定の株券等の数 

株券等種類 ①株式に換算した買付予定数 ②株式に換算した超過予定数 

株券 7,525,270 株 －株 

新株予約権証券 －株 －株 

新株予約権付社債券 －株 －株 

株券等預託証券（ ） －株 －株 

合計 7,525,270 株 －株 

 

（３）買付け等の期間 

平成 19 年３月 22 日（木曜日）から平成 19年５月７日（月曜日）まで（30営業日） 
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（４）買付け等の価格  １株につき 260 円 

 

２．買付け等の結果 

（１）応募の状況 

応募株券等の総数（10,279,375 株）が買付予定数（7,525,270 株）を超えたため、公

開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付けを行い

ます。 

株券等種類 株式に換算した

買付予定数 

株式に換算した

超過予定数 

株式に換算し

た応募数 

株式に換算した

買付数 

株券 7,525,270 株 －株 10,279,375 株 10,279,375 株 

新株予約権証券 －株 －株 －株 －株 

新株予約権付社債券 －株 －株 －株 －株 

株券等預託証券（ ） －株 －株 －株 －株 

合計 7,525,270 株 －株 10,279,375 株 10,279,375 株 

 

（２）買付け等を行った後における株券等所有割合 

買付け等を行った後における公開買付者

の所有株券等に係る議決権の数 

11,579 個 （買付け等後における株券等所有

割合 89.63％） 

買付け等を行った後における特別関係者

の所有株券等に係る議決権の数 

7 個 （買付け等後における株券等所有

割合 0.05％） 

対象者の総株主の議決権の数 12,912 個  

（注１） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成 18年 12 月 22 日に提出した

第82期半期報告書に記載された平成18年９月30日現在の総株主の議決権の数

です。なお、単元未満株式の応募は 7,375 株でしたので、「買付け等後における

株券等所有割合」の計算においては、分母を平成 18 年９月 30 日現在の対象者

の総株主の議決権の数（12,912 個）に、本公開買付けに応募された単元未満株

式 7,375 株に係る議決権の数（７個）を加えた数（12,919 個）として計算して

おります。 

（注２） ｢買付け等後における株券等所有割合｣については、小数点以下第三位を四捨五

入しております。 
 

（３）按分比例方式により買付け等を行う場合の計算 

該当事項はありません。 

 

（４）買付け等に要する資金 2,673 百万円 

 

（５）決済の方法  

 ①買付け等の決済をする証券会社・銀行等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 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   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 19 年５月 15 日（火曜日） 

 

 ③決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（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。買付けられた株券に係る売却代金は、応募株主等の指
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示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主の

場合はその常任代理人）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

応募受付をした本店または全国各支店にてお支払いいたします。 

 

３．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 

株式会社マキタ   愛知県安城市住吉町３丁目11番８号 

株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号 

 

４．本公開買付けによる業績への影響の見通し 

本公開買付けの結果、対象者は当社の連結子会社となる予定です。これに伴う当社の

連結業績への影響は以下のとおりであります。なお、単独業績への影響は軽微でありま

す。 

 

○ 公開買付後の連結業績見通し 
 平成 19 年９月中間期 平成 20 年３月期 

連 結 売 上 高 149,800 百万円(2,800 百万円) 302,000 百万円(7,000 百万円) 

連 結 営 業 利 益 26,700 百万円( - 百万円) 53,300 百万円( - 百万円) 

連 結 税 引 前 利 益 27,000 百万円( - 百万円) 53,900 百万円( - 百万円) 

連 結 当 期 純 利 益 18,500 百万円( - 百万円) 37,000 百万円( - 百万円) 

      （注１）（   ）内は公開買付けの結果による影響見込み額であります。 
      （注２）連結業績の利益面への影響は軽微であります。 

 

５．本公開買付け後の方針等 

当社は対象者を完全子会社化することを企図しているため、本公開買付けにより取得

できなかった対象者株式に対しては、当社を完全親会社とし対象者を完全子会社とする

株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行い、完全子会社となる対象者のその時

点における当社以外の株主に対して、その保有する対象者株式を当社が取得する対価と

して当社株式又は金銭等を交付する予定です。本株式交換により交付する予定の当社株

式又は金銭等の額は、本公開買付けの買付価格を基準として算出され、本公開買付けの

買付価格に準ずる価値となる予定ですが、対象者の事業を取り巻く環境の変化、株式市

場及び両社の業績の変動等の影響によりこれとは異なる可能性もあります。本株式交換

における交換比率、交換日等、本株式交換後の詳細を含め、今後の具体的手続きについ

ては決定次第、証券取引所等を通じ速やかに公表いたします。 

なお、本株式交換に関連する法律・制度等の改正や当局の解釈等の状況並びに本公開

買付後の当社以外の対象者株主の保有状況等によっては、当社は、本株式交換と同等の

効果を有する本株式交換以外の方法を採用する可能性もありますが、本日現在、本株式

交換を行わない場合に決定している具体的なスキームはありません。かかる決定を行っ

た場合にもその決定次第、証券取引所等を通じ速やかに公表いたします。 

対象者株式は現在東京証券取引所に上場していますが、本株式交換により東京証券取

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見込みです。上場

廃止後は、対象者株式を東京証券取引所において取引することはできません。 
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Ⅱ 子会社の異動について 

本公開買付けの結果、対象者は決済の開始日（平成 19年５月 15日）付けで当社の連結子会社

となる予定です。 

 

１．異動する子会社の概要 

 

（１）商号 富士ロビン株式会社 

（２）主な事業内容 エンジン、農業用機械、林業用機械、建設用機械、産

業用車輌、ゴルフ場用機器等の産業用機械、環境衛生

整備機器、防災用機器の製造・販売 

（３）設立年月日 昭和 25 年７月 24 日 

（４）本店所在地 静岡県沼津市大岡 35 番地 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡邉 光則 

（６）資本金 ８億 3,390 万円（平成 18年９月 30日現在） 

（７）決算期 ３月 31 日 

（８）従業員数 247 人（平成 18 年９月 30 日現在） 

（注）従業員数は就業人員（社外への出向者を除く） 

   であり、臨時雇用者数は、含んでいません。 

（９）発行済株式総数 12,960,000 株（平成 18年９月 30日現在） 

（10）大株主及び持株比率 

（平成 18年９月 30日現在） 

富士重工業株式会社          58.07% 

株式会社マキタ                        10.03% 

小川ポンプ工業株式会社                 1.42% 

日本証券金融株式会社                   1.14%  

富士ロビン従業員持株会                 0.48% 

住友生命保険相互会社                   0.41% 

株式会社静岡銀行                       0.41% 

大阪証券金融株式会社                   0.39% 

伊藤忠商事株式会社                     0.39% 

久保千壽子                             0.39% 

 

（11）最近事業年度における業績の動向 

決算年月 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 

売上高 10,819 百万円 11,140 百万円 

売上総利益 1,738 百万円 1,595 百万円 

営業利益 196 百万円 59 百万円 

経常利益 141 百万円 53 百万円 

当期利益 67 百万円 28 百万円 

総資産 8,300 百万円 8,645 百万円 

純資産 2,014 百万円 1,818 百万円 

１株当たり配当金 －円 －円 

 

２．子会社の異動予定日 

  平成 19 年５月 15 日（火曜日） 

以上  


