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平成 19 年６月 15 日 

各   位 

 

会 社 名 株式会社 アルゴ 21 

代 表 者
代表取締役社長  

太田 清史 

  （ コ－ド番号 4692   東証第一部 ） 

問 合 せ 先 取締役 根本 一生 

（ＴＥＬ． 03-5548-4863） 

親会社及び主要株主である筆頭株主の異動等に関するお知らせ 

 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下「キヤノンマーケティングジャパ

ン」といいます。) が実施しました当社株式及び新株予約権に対する公開買付け（以

下「本公開買付け」といいます。）により、平成 19 年６月 21 日（本公開買付けの決

済開始日）付で当社の親会社及び主要株主である筆頭株主の異動等がありますので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．異動に至った経緯 

平成 19 年５月 16 日にキヤノンマーケティングジャパンは、本公開買付けを行

う旨を発表し、当社は同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、その旨を表明しました。平成 19 年５月 17 日から平成 19 年６月 14

日までに実施されました本公開買付けの結果、本日キヤノンマーケティングジャ

パンより当社の普通株式 8,899,794 株を取得した旨の報告がなされました。 

本公開買付けの結果、キヤノンマーケティングジャパンの所有する当社議決権の

割合は 83.17％（小数点以下第三位四捨五入）となり、新たに当社の親会社及び

主要株主である筆頭株主に該当することとなります。また、キヤノンマーケティ

ングジャパンの親会社であるキヤノン株式会社(以下「キヤノン」といいます。)

についても、当社株式の間接保有により当社の親会社に該当することとなります。 

なお、本公開買付けの結果等の詳細につきましては、キヤノンマーケティング

ジャパンの本日付「株式会社アルゴ 21 株式に対する公開買付けの結果及び子会

社の異動に関するお知らせ」をご覧ください。 
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２．新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる会社の概要 

(１)名   称  キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

(２)本社所在地  東京都港区港南２丁目 16 番６号 

(３)代 表 者  代表取締役社長 村瀬 治男 

(４)資 本 の 額  733 億３百万円（平成 18 年 12 月 31 日現在） 

(５)主な事業内容 ビジネス機器・コンスーマ機器・産業機器のマーケティング並

びに関連ソリューションの提供。 

(６)当社との関係 

資本関係     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    主として当社プロフェッショナルサービス事業におきまして

取引がございます。 

(７)決算期      12 月 

(８)上場取引所  東京証券取引所第一部 

 

３.異動前後におけるキヤノンマーケティングジャパンの所有議決権数（所有株式数）

及びその議決権の総数（発行済株式総数）に対する割合 

 議決権の数 

(所有株式数) 

議決権総数に対する割合 

(発行済株式総数に対する割合) 

大株主順位

異動前 ― 

(―) 

0.00% 

(0.00%) 

― 

 

異動後 88,997 個 

(8,899,794 株) 

83.17% 

 (77.05%) 

第１位 

(注) １．平成 18 年９月 30 日現在の発行済株式総数は 11,551,100 株、資本の額

は 3,627.7 百万円であります。 

（注）２． 総株主の議決権の数は 107,001 個としております。（平成 18 年 9 月 30 

日現在） 

異動後の「議決権総数に対する割合」「発行済株式総数に対する割合」

の計算においては、当社の平成 18 年 9 月 30 日に提出した第 23 期半期

報告書に記載された総株主の議決権の数 105,199 個に単元未満株式に

係る議決権の数 1,797 個（単元未満株式数 179,800 株から、当社が保有

する単元未満自己株式 39 株を控除した 179,761 株に係る議決権の数）

及び株式会社証券保管振替機構名簿の株式 500 株に係る議決権の数５

個を加えて、「総株主の議決権の数」を 107,001 個として計算していま

す。 

（注）３．当社が可能な範囲で把握した平成 19 年６月 14 日現在の発行済株式 

     総数は 11,551,100 株、平成 19 年６月 14 日現在の総株主の議決権の数は 

107,898 個であり、これをもとに算定した「議決権総数に対する割合」

は 82.48％、「発行済株式総数に対する割合」は 77.05％とります。 

（注）４．総株主の議決権に対する割合の計算は小数点以下第三位を四捨五入し 



-3/4- 

ております。 

 

４．新たに親会社に該当することとなる会社の概要 

(１)名   称  キヤノン株式会社 

(２)本社所在地  東京都大田区下丸子３丁目 30 番２号 

(３)代 表 者  代表取締役会長 御手洗 冨士夫 

(４)資 本 の 額  1,746 億３百万円（平成 18 年 12 月 31 日現在） 

(５)主な事業内容  ビジネス機器、コンスーマ機器、産業機器等の製造販売 

(６)当社との関係 

資本関係     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     該当事項はありません。 

(７)決算期      12 月 

(８)上場取引所  東京証券取引所第一部 

 大阪証券取引所第一部 

 名古屋証券取引所第一部 

 福岡証券取引所 

 札幌証券取引所 

 

５.異動前後におけるキヤノンの所有議決権数（所有株式数）及びその議決権の総数

（発行済株式総数）に対する割合 

キヤノンの議決権数、所有株式数は、すべてキヤノンマーケティングジャパン

を介した間接保有になっております。 

 議決権の数 

(所有株式数) 

議決権総数に対する割合 

(発行済株式総数に対する割合) 

異動前 ― 

(―) 

0.00% 

(0.00%) 

異動後 88,997 個 

(8,899,794 株) 

83.17％ 

 (77.05％) 

 

６．異動予定日 

平成 19 年６月 21 日 （本公開買付けの決済開始日） 

 

７.今後の見通し 

本公開買付けの結果、キヤノンマーケティングジャパンは当社の発行済株式総

数の 77.05％を所有する親会社になります。 

また、キヤノンマーケティングジャパンのかかる持株比率が平成 20 年３月末日

まで維持される場合には、当社の今事業年度末（平成 20 年３月末日）現在の少数

特定者持株数比率によって、東京証券取引所の定める株券上場廃止基準に抵触す

ることが見込まれ、その場合には、所定の手続を経て当社の株券は上場廃止とな
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る可能性があります。 

当社は、本公開買付け開始時点においては、当社株式が東京証券取引所の定め

る株券上場廃止基準に抵触するに至った段階で、株式交換等により当社がキヤノ

ンマーケティングジャパンの完全子会社となることも視野に入れ慎重に検討を行

う旨を発表いたしました。しかしながら、上記のように本公開買付けの結果、キ

ヤノンマーケティングジャパンのみの当社持株比率が 75％を超えることとなり、

上場廃止の可能性が高まったため、当社では当社の少数株主の利益を保護するべ

く、今後速やかに、株式交換等により完全子会社となること等も視野に入れ、キ

ヤノンマーケティングジャパンと協議のうえ慎重に今後の対応方針について検討

を行う予定です。 

なお、現時点では具体的な対応方針及びその条件等の詳細については決定して

おりませんが、かかる検討の結果、今後の対応方針を決定した場合には、適時に

開示いたします。 

 

以上 


