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（財）財務会計基準機構会員 

平成 20年 2月 1日 

各  位 
会 社 名 国際航業ホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役社長   田二谷 正純 
        （コード番号 9234 東証第一部） 
問合せ先 取締役経営本部長 吉川 正嗣 

                            （TEL. 03-6361-2442代表） 
 

親会社等の異動に関するお知らせ 
 

日本アジアホールディングズ株式会社が、平成 19年 12月 26日（水曜日）から平成 20年 1
月 31日（木曜日）までの 22営業日において実施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。）により、平成 20年 2月 6日（本公開買付けの決済開始予定日）
付けで、当社の親会社等に異動がありますので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．異動が生じた経緯 
 日本アジアホールディングズ株式会社（以下、「公開買付者」といいます。）が平成 19年 12月
26日より実施いたしておりました本公開買付けが、平成 20年 1月 31日をもって終了いたしま
した。 
本公開買付けにより、平成 20年 2月 6日（本公開買付けの決済開始予定日）付けで公開買付
者の所有する当社議決権数が総株主の議決権数に対する割合で 50％超となり、公開買付者が当社
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、公開買付者が公表している「公開買付け

の結果に関するお知らせ」（添付）をご覧ください。 
 
２．当該親会社等の名称等 
  日本アジアホールディングズ株式会社の概要 
  ①名    称  日本アジアホールディングズ株式会社 
  ②本店所在地  東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 
  ③代 表  者 名  代表取締役社長  呉 文 繍 
  ④資本金の額  2,641百万円 
  ⑤主な事業内容  投資事業 
⑥当社との関係 （資本関係） 当社普通株式 12,336千株（発行済株式総数の 32.3％） 

  を保有しております。 
 （人的関係） 取締役１名、非常勤顧問１名を受け入れております。 
 （取引関係） 当社との間に取引関係はありません。 
  ⑦決  算  期  ３月３１日 
  ⑧上場取引所  該当ありません 
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３．異動前後における当該親会社等の議決権の数（所有株式数）および議決権の数に対する割合 
日本アジアホールディングズ株式会社 
 

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 
異動前 12,336個 12,336,000株 34.01％ 
異動後 19,461個 19,461,000株 51.01％ 
（注１）異動前における総株主の議決権の数に対する所有割合の計算に当たっては、平成 19年 12月

27日に提出した国際航業株式会社の第 75期半期報告書に記載された平成 19年 9月 30日現
在の国際航業株式会社の総株主の議決権の数を 36,274個として計算しております。 

（注２）異動後における総株主の議決権の数に対する所有割合の計算に当たっては、本公開買付けに

おいては、国際航業株式会社の所有する当社普通株式についてもその対象としていたため、

国際航業株式会社の第 75期半期報告書（平成 19年 12月 27日提出）に記載された平成 19
年 9月 30日現在の国際航業株式会社の総株主等の議決権の数（なお、証券保管振替機構名義
及び国際航業株式会社名義のまま実質的所有者が明らかでない株式に係る議決権の数 6個は
含まれておりません。また、国際航業株式会社の自己株式は、平成 19年 10月 1日付けの株
式移転（国際航業株式会社の普通株式 1株に対して、当社普通株式 1株を割当て交付）によ
って当社普通株式となりましたが、係る当社普通株式は国際航業株式会社が所有する限り議

決権が認められないため（会社法第 308条第１項、会社法施行規則第 67条）、当該総株主等
の議決権の数には変更を加えておりません。）に、国際航業株式会社の自己株式 1,661,000株
（単元未満株式 184株を除きます。）に係る議決権の数 1,661個（国際航業株式会社名義のま
ま実質的所有者が明らかでない株式に係る議決権の数 1個は含まれておりません。）を加え、
さらに、本公開買付けにおいては、単元未満株式についてもその対象としていたため、上記

半期報告書に記載された単元未満株式 216,103株に係る議決権の数 216個を加えて、当社の
総株主等の議決権の数を 38,151個として計算しております。 

（注３）総株主の議決権の数に対する所有割合は、小数点第三位以下を四捨五入しております。 
 
４．異動年月日   平成 20年 2月６日 （予定） 
 
５．今後の見通し 
  本公開買付けによる業績への影響はありません。 
 
６．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 
  本公開買付けの結果、公開買付者が開示対象となる非上場の親会社に該当することとなりま

す。 
 

以上 
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平成 20年２月１日 

各 位 

 

会 社 名 日本アジアホールディングズ株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 呉 文 繍 

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 

 

公開買付けの結果に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 19年 12月 25日開催の取締役会において、国際航業ホールディングス株式会社（以下「対象者」

といいます。）の普通株式を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、平成

19年 12月 26日からこれを実施して参りましたが、本公開買付けが平成 20年１月 31日をもって終了致しました

ので、本公開買付けの結果について下記のとおりお知らせ致します。 

 

記 

1． 本公開買付けの概要 
(1) 公開買付者の名称及び所在地 
日本アジアホールディングズ株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 

 

(2) 対象者の名称 
国際航業ホールディングス株式会社 

 

(3) 買付け等に係る株券等の種類 
普通株式 

 

(4) 買付け等の期間 
平成 19年 12月 26日（水曜日）から平成 20年１月 31日（木曜日）まで（22営業日） 

 

(5) 買付け等の価格 
普通株式 1株当たり金 650円 

（添付資料） 
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2． 本公開買付けの結果 
(1) 応募の状況 

株券等の種類 
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 7,124,123株 －株 12,556,021株 7,125,000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 

株券等信託受益証券

(       ) 
－株 －株 －株 －株 

株券等預託証券 

（       ） 
－株 －株 －株 －株 

合     計 7,124,123株 －株 12,556,021株 7,125,000株 

 

(2) 公開買付けの成否 

応募株券の総数（12,556,021株）が株式に換算した買付予定数（7,124,123株。以下「買付予定総数」

といいます。）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、その超える部分

の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、金融商品取引法（以下「法」といいます。）第27条の

13第５項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（以下「府令」といい

ます。）第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行

います。 
 

(3) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 

応募株券の総数（12,556,021株）が買付予定総数（7,124,123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とおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、

法第 27条の 13第５項及び府令第 32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受

渡しその他の決済を行います。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等か

らの買付株数の合計が買付予定総数を超えたため、買付予定総数を下回らない数まで、四捨五入の結果切

り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を１単元（あん分比例の方式

により計算される買付株数に１単元未満の株数の部分がある場合は当該１単元未満の株数）減少させまし

た。 

但し、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると

買付予定総数を下回ることとなるため、買付予定総数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選

により買付株数を減少させる株主を決定しました。 
 

(4) 買付け等を行った後における株券等所有割合 
買付け等前における公開買付者の所

有株券等に係る議決権の数 
12,336個 （買付け等前における株券等所有割合 32.33％） 
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買付け等前における特別関係者の所

有株券等に係る議決権の数 
28個 （買付け等前における株券等所有割合 0.07％） 

買付け等後における公開買付者の所

有株券等に係る議決権の数 
19,461個 （買付け等後における株券等所有割合 51.01%） 

買付け等後における特別関係者の所

有株券等に係る議決権の数 
28個 （買付け等後における株券等所有割合 0.07%） 

対象者の総株主等の議決権の数 36,274個  

（注１） 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における特別関係者の所有株券等

に係る議決権の数」は、それぞれ、買付け等前及び買付け等後において各特別関係者（但し、対象者を除きます。）が

所有する株券等に係る議決権の数の合計です。 

（注２） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、国際航業株式会社の第 75期半期報告書（平成 19年 12月 27日提出）に記載さ

れた平成 19年９月 30日現在の国際航業株式会社の総株主等の議決権の数です（なお、証券保管振替機構名義及び国際

航業株式会社名義のまま実質的所有者が明らかでない株式に係る議決権の数６個は含まれておりません。また、国際航

業株式会社の自己株式は、平成 19年 10月１日付の株式移転（国際航業株式会社の普通株式１株に対して、対象者普通

株式１株を割当交付）によって対象者普通株式となりましたが、かかる対象者普通株式は国際航業株式会社が所有する

限り議決権が認められないため（会社法第 308条第１項、会社法施行規則第 67条）、当該総株主等の議決権の数には変

更を加えておりません。）。但し、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、本公開買付けにおいては、

国際航業株式会社の所有する対象者普通株式についてもその対象としていたため、上記半期報告書に記載された国際航

業株式会社の自己株式 1,661,000株(単元未満株式 184株を除きます。）に係る議決権の数 1,661個（国際航業株式会社

名義のまま実質的所有者が明らかでない株式に係る議決権の数１個は含まれておりません。）を加え、さらに、本公開

買付けにおいては、単元未満株式についてもその対象としていたため、上記半期報告書に記載された単元未満株式

216,103株に係る議決権の数 216個を加えて、対象者の総株主等の議決権の数を 38,151個として計算しています。 

（注３） 「買付け等前における株券等所有割合」及び「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。 

 

(5) 買付け等に要する資金 
4,716,250,000円 

 

(6) 決済の方法及び開始日 
① 【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】 

日本アジア証券株式会社 （公開買付代理人） 
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目７番９号 

  
② 【決済の開始日】 

平成20年２月６日（水曜日） 
  
③ 【決済の方法】 
   公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等に関する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）の住所又は所在地宛に郵送致します。買付けは、現金にて行います。
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買い付けられた株券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

買付代理人から応募株主等の指定した場所へ送金します。 
 

(7) 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 
 

日本アジアホールディングズ株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番２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 

 

3． 本公開買付け後の方針等及び今後の見通し 
 本公開買付けにおいては、本公開買付けの目的及び諸条件に対象者の多くの株主の皆様からのご賛同をいた

だき、多くの株券のご応募をいただきました。誠にありがとうございました。 

 当社と対象者は、引き続き、対象者の既存の主要事業及び顧客を軸に収益基盤の安定化を図ると同時に、主

要事業に関わる応用分野への事業展開や新たな事業領域への多角化を通じて、対象者の業容の一層の拡大を図

って参ります。また、当社グループの金融・不動産分野での豊富なビジネスリソースに加えて、内部の技術者・

専門家や独自のネットワークを活用し、企業価値向上に向けた改革・協力体制を提供して参ります。 

 

以 上 


