
 
 

 

平成  19 年 11 月 13 日 

会 社 名 株式会社 ファルテック

代 表 者 名 執行役社長 北洞 幸雄

    （コード番号 7215 東証第 2部）

 

各位 

 

 

 

 

 

 

弊社親会社の異動に関する既開示資料の一部訂正について 

 

  平成１９年８月１日付け「エム・エイチ・インベストメント株式会社の当社株式に対する公開買付

けの結果並びに親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」、平

成１９年８月１７日付け「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」および平成１９年９月２

７日付け「当社の完全子会社化のための定款一部変更および全部取得条項付株式の取得に関す

るお知らせ」において、一部訂正すべき事項がありますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

【 訂正理由 】 

  平成１９年６月２０日から平成１９年７月３１日まで実施された公開買付けの結果、上記開示資料に 

おいてエム・エイチ・キャピタル・パートナーズ II エル・ピー（MHCPII)は、弊社の親会社に該当する 

旨をお知らせいたしましたが、MHCPII は投資ファンドであり「財務諸表等の用語、様式及び作成 

方法に関する規則」第８条第３項に規定する親会社には該当しないため以下のとおり訂正いたします。 

 

【 訂正箇所 】 

１．平成１９年８月１日付け「エム・エイチ・インベストメント株式会社の当社株式に対する公開買付けの 

  結果並びに親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」 

 訂正箇所 誤 正  訂正内容 

１ページ 

１行目～ 

２行目 

エム・エイチ・インベストメント株式 

会社の当社株式に対する公開買付 

けの結果並びに親会社、主要株主 

及び主要株主である筆頭株主の 

異動に関するお知らせ 

エム・エイチ・インベストメント株式 

会社の当社株式に対する公開買付 

けの結果並びに主要株主及び 

主要株主である筆頭株主の異動に 

関するお知らせ 

 

下線部削除 
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１ページ 

６行目～ 

９行目 

本公開買付けは、平成 19 年６月 20

日から平成 19 年７月 31 日まで実施

され、本日、公開買付者より、当社に

対し、本公開買付けの結果報告が

ありましたので、その結果をお知らせ

すると共に、これに伴う当社の親会

社、主要株主及び主要株主である

筆頭株主に異動がありましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

本公開買付けは、平成 19 年６月 20

日から平成 19 年７月 31 日まで実施

され、本日、公開買付者より、当社に

対し、本公開買付けの結果報告が

ありましたので、その結果をお知らせ

すると共に、これに伴う当社の主要

株主及び主要株主である筆頭株主

に異動がありましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

下線部削除 

１ページ 

１１行目～ 

１２行目 

１．本公開買付の結果並びに親会 

社、主要株主及び主要株主である 

筆頭株主の異動が生じた経緯 

 

１．本公開買付の結果並びに主要 

株主及び主要株主である筆頭株主 

の異動が生じた経緯 

下線部削除 

１ページ 

１８行目～ 

２１行目 

この結果、公開買付者の親会社で 

あるエム・エイチ・キャピタル・ 

パートナーズⅡエル・ピー（以下 

「MHCPⅡ」といいます。）が所有す 

る当社議決権の数は、公開買付者 

と合計して 50％超となり、MHCPⅡ 

が当社の親会社に該当することと 

なりました。また、公開買付者は 

当社の主要株主である筆頭株主に 

なりました。 

この結果、公開買付者は当社の 

主要株主である筆頭株主になりま 

した。 

下線部削除 

１ページ 

２２行目～ 

２ページ 

８行目 

２．親会社の概要 

（１）名称        

エム・エイチ・キャピタル・パートナー

ズⅡエル・ピー 

常任代理人 みずほキャピタルパー

トナーズ株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目 3 番

2 号 

（２）所在地       

英領西インド諸島、ケイマン諸 

島、グランドケイマン、ジョー 

ジタウン、メアリーストリー 

削除 本項目全てを

削除し、以下 

項目番号繰上

げ 
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ト、私書箱 908GT、ウォーカー 

ハウス 

（３）代表者        

ジェネラルパートナー エム・ 

エイチ・キャピタル・ディベロ 

ップメントⅡリミテッド（ディ 

レクター 井戸坂 実） 

（４）主な事業内容    

投資事業（なお親会社には資本 

の額はありません） 

（５）当社との関係    

当社Ａ種優先株式を 3,529,400 

株保有しています（平成 19 年６ 

月 19 日現在）

２ページ 

1８行目～ 

２0 行目 

主要株主である筆頭株主でなくなる

者の概要 

（1）名称 

エム・エイチ・キャピタル・パートナー

ズⅡエル・ピー 

（2）その他の事項 

上記 2.の記載のとおり

 

主要株主である筆頭株主でなくなる 

者の概要 

（１）名称        

エム・エイチ・キャピタル・パートナー

ズⅡエル・ピー 

常任代理人 みずほキャピタルパー

トナーズ株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目 3 番

2 号 

（２）所在地       

英領西インド諸島、ケイマン諸 

島、グランドケイマン、ジョー 

ジタウン、メアリーストリー 

ト、私書箱 908GT、ウォーカー 

ハウス 

（３）代表者        

ジェネラルパートナー エム・ 

エイチ・キャピタル・ディベロ 

ップメントⅡリミテッド（ディ 

レクター 井戸坂 実） 

（４）主な事業内容    

投資事業 

下線部訂正 

 

※1 ページ目で

親会社の概要

の項目を削除

したため、エム

エイチ・キャピ 

タル・パートナ

ーズ II エル・ピ

ーの概要をここ

に記載。 
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（５）当社との関係    

当社Ａ種優先株式を 3,529,400 

株保有しています（平成 19 年６ 

月 19 日現在） 

２ページ 

２１行目～ 

２２行目 

異動前後における親会社及び当 

該株主の所有株式数（議決権の数）

及び総株主の議決権に対する割合 

異動前後における当該株主の所 

有株式数（議決権の数）及び総株主 

の議決権に対する割合 

下線部削除 

 

３ページ表 訂正箇所 

＜ 誤 ＞ 

（２）エム・エイチ・キャピタル・パートナーズⅡエル・ピー 

 議決権の数 所有株式数 総株主の議決権

の数に対する所

有割合 

大株主順位 

異動前（間接所

有を含む） 

(平成 19 年６月

19 日) 

42,523 個 (普通株式) 

722,900 株 

(Ａ種優先株式)

3,529,400 株 

37.01％ ─ 

異動後（間接所

有を含む） 

(平成 19 年８月

８日) 

75,957 個 (普通株式) 

4,066,320 株 

(Ａ種優先株式)

3,529,400 株 

66.10％ ─ 

 

＜ 正 ＞ 

（２）エム・エイチ・キャピタル・パートナーズⅡエル・ピー 

 議決権の数 所有株式数 総株主の議決権

の数に対する所

有割合 

大株主順位 

異動前（間接所

有を除く） 

(平成 19 年６月

19 日) 

35,294 個 (Ａ種優先株式)

3,529,400 株 

30.71% １位 

異動後（間接所

有を除く） 

(平成 19 年８月

８日) 

35,294 個 (Ａ種優先株式)

3,529,400 株 

30.71％ ２位 
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２．平成１９年８月１７日付け「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」 

 訂正箇所 誤 正  訂正内容 

２ページ 

４行目～ 

５行目 

４．異動前後における親会社及び当

該株主の所有株式数（議決権の数）

及び総株主の議決権に対する割合 

 

４．異動前後における当該株主の所 

有株式数（議決権の数）及び総株主 

の議決権に対する割合 

下線部削除 

３ページ 

６行目～ 

８行目 

エム・エイチ・インベストメント株式 

会社の当社株式に対する公開買付 

けの結果並びに親会社、主要株主 

及び主要株主である筆頭株主の 

異動に関するお知らせ 

 

エム・エイチ・インベストメント株式 

会社の当社株式に対する公開買付 

けの結果並びに主要株主及び 

主要株主である筆頭株主の異動に 

関するお知らせ 

下線部削除 

 

 

３．平成１９年９月２７日付け「当社の完全子会社化のための定款一部変更および全部取得条項付 

  株式の取得に関するお知らせ」 

 訂正箇所 誤 正  訂正内容 

１ページ 

１０行目～ 

１２行目 

平成 19 年 8 月 1 日付当社プレスリ 

リース「エム・エイチ・インベス 

トメント株式会社の当社株式に対 

する公開買付けの結果並びに親会 

社、主要株主および主要株主であ 

る筆頭株主の異動に関するお知ら 

せ」等にてご報告申し上げており 

ますとおり、・・・ 

 

平成 19 年 8 月 1 日付当社プレスリ 

リース「エム・エイチ・インベス 

トメント株式会社の当社株式に対 

する公開買付けの結果並びに主要 

株主および主要株主である筆頭株 

主の異動に関するお知らせ」等に 

てご報告申し上げておりますとお 

り、・・・ 

下線部削除 

 

以 上 

 

  
経営企画部 ＩＲ担当 

担当者：永坂 

ＴＥＬ：044-520-0019 

 

本件に関する問合せ先 
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