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平成20年4月8日 
 
各   位 

 
会 社 名 山 水 電 気 株 式 会 社  
代表者名 取締役社長 中道  武 
(コード番号 6793 東証・大証第1部) 
問合せ先  取締役 小林 耕三 
（TEL 03－6418－0901） 

 
 

（訂正）親会社・主要株主の異動に関するお知らせ 
 

 
 平成20年2月29日付にてお知らせいたしましたとおり、以前に公表いたしました「親会社・主要株
主の異動等に関するお知らせ」につきまして、内容に一部訂正がありましたので、下記のとおり訂正
いたします。 
 

記 
 
１．訂正理由 

当社の経営を支援しておりますザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドが、同社の子会
社を通じて保有している当社株式について、大量保有報告書及び変更報告書の訂正報告書を提出
したことに伴い、訂正するものであります。 
ただし、当社といたしましては、株券の提示等による実質保有状況の確認までには至っており

ません。 
 
２．訂正内容 

従前に提出いたしました親会社・主要株主の異動等に関するお知らせの以下の箇所を訂正いた
します。 
なお、訂正箇所は   罫で示してあります。 
 
 
 
 

 
 
 

以上 

  ページ番号

平成13年11月27日 第三者割当増資による新株式発行及び主要株主・親会社の異

動に関するお知らせ 

２～４ 

平成14年9月17日 親会社の異動に関するお知らせ ５～７ 

平成14年9月26日 主要株主の異動に関するお知らせ ８～９ 

平成15年2月26日 親会社の異動に関するお知らせ（新設） １０ 

平成15年6月4日 親会社の異動に関するお知らせ（新設） １１～１２

平成16年9月30日 親会社の異動に関するお知らせ １３～１５

平成16年11月12日 主要株主の異動に関するお知らせ １６ 

平成17年6月27日 主要株主の異動に関するお知らせ（新設） １７ 

平成17年7月18日 主要株主・その他の関係会社の異動に関するお知らせ（新設） １８ 

平成17年10月11日 親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ（新設） １９ 

平成17年11月9日 親会社及び主要株主・その他の関係会社の異動に関するお知

らせ（新設） 

２０ 

平成18年1月10日 親会社及び主要株主・その他の関係会社の異動に関するお知

らせ（新設） 

２１ 

平成18年3月3日 親会社の異動および主要株主の異動等に関するお知らせ ２２～２５

平成18年4月12日 親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ（新設） ２６ 

平成19年5月22日 親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ（新設） ２７ 

Finance55
新規スタンプ
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「平成１３年１１月２７日付 第三者割当増資による新株式発行及び主要株主・親会社の異動に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 
 

本日、第三者割当増資（現物出資）に関する契約が完了し、これにより平成１３年１１月２８日付で（記
載なし）ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドが当社の主要株主・親会社となりますので、
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 

第三者割当増資によりグランデ・グループとの関係強化を図るとともに、自己資本の充実を図り、債務超

過額を減少させるため。 
 
２．当該株主の名称等 

（１） 名称 ： ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、オフショア・インコー

ポレーション・センター、私書箱９５７号 

（３） 代表者 ： マネージング ディレクター サミュエル・キン・ユエン 

（４） 資本の額 ： １米ドル（授権資本５０，０００米ドル） 

（５） 主な事業内容 ： 投資持株会社 

（６） 大株主 ： グランデ・ナックス・インコーポレイテッド（１００％所有） 

（注）グランデ・ホールディングズ・リミテッドの１００％所有子会社

（７） 当社との関係 ： 出資及び取引関係等ありません。 

 
３．異動前後における当該株主の所有株式数及び発行済株式総数に対する所有割合 

 所有株式数 
発行済株式総数に
対する所有割合 

大株主順位 

異動前（平成13年11月28日現在） 0株 0％ ―

異動後 549,403,000株 68.67％ 第１位

 
４．今後の見通し 

グランデグループの一員としてグループ戦略の下に運営していくこととなりますが、現在のところその詳
細については発表できるまでに至っておりません。 

 
 
（訂正後） 
 

本日、第三者割当増資（現物出資）に関する契約が完了し、これにより平成１３年１１月２８日付でザ・
グランデ・ホールディングズ・リミテッド及びその親会社でありますバリカン・インベストメンツ・コーポ
レーションが当社の親会社に、ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドが当社の主要株主・親
会社となりますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．異動が生じた経緯 

第三者割当増資によりグランデ・グループとの関係強化を図るとともに、自己資本の充実を図り、債務超

過額を減少させるため。 
 
２．当該株主の名称等 
 

今回の異動により新たに親会社となる会社 
ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの概要 
（１） 名称 ： ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： バミューダ島、ハミルトン市、レイド通２号 

（３） 代表者 ： 社長兼最高経営責任者 クリストファー・ウィング・オン・ホー 

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 
バリカン・インベストメンツ・コーポレーションの概要 
（１） 名称 ： バリカン・インベストメンツ・コーポレーション 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、トゥラピック・アイル・
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ビルディング、、私書箱４３８号、インシンガー・コーポレート・サー

ビセーズ・ビーヴィアイ・リミテッド事務所 

（３） 代表者 ： ダイレクター クリストファー・ウィング・オン・ホー 

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 
今回の異動により新たに主要株主・親会社となる会社 
 
ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの概要 
（１） 名称 ： ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、オフショア・インコー

ポレーション・センター、私書箱９５７号 

（３） 代表者 ： ダイレクター リー・イェン・キー・ルビー 

（４） 資本の額 ： １米ドル（授権資本５０，０００米ドル） 

（５） 主な事業内容 ： 投資持株会社 

（６） 大株主 ： グランデ・ナックス・インコーポレイテッド（１００％所有） 

（注）グランデ・ホールディングズ・リミテッドの１００％所有子会社

（７） 当社との関係 ： 出資及び取引関係等ありません。 
 
３．異動前後における当該株主の所有株式数及び発行済株式総数に対する所有割合 
 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

 所有株式数 
発行済株式総数に
対する所有割合 

 

異動前（平成13年11月28日現在） 0株 0％  

異動後 
449,382,000株
(449,382,000株)

56.17％ 
(56.17％)

 

（注）1.（ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。なお間接保有分にはグランデ・グループ各
社の所有議決権数が含まれております。 

2. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドであります。ハイテック・プレ
シジョン・プロダクツ・リミテッドの株式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・
リミテッド及びザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・
インベストメンツ・コーポレーションは当社株式を間接保有しております。 

 
バリカン・インベストメンツ・コーポレーション 

 所有株式数 
発行済株式総数に
対する所有割合 

 

異動前（平成13年11月28日現在） 0株 0％  

異動後 
449,382,000株
(449,382,000株)

56.17％ 
(56.17％)

 

（注）1.（ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。なお間接保有分にはグランデ・グループ各
社の所有議決権数が含まれております。 

2. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドであります。ハイテック・プレ
シジョン・プロダクツ・リミテッドの株式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・
リミテッド及びザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・
インベストメンツ・コーポレーションは当社株式を間接保有しております。 

 
ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

 所有株式数 
発行済株式総数に
対する所有割合 

大株主順位 

異動前（平成13年11月28日現在） 0株 0％ ―

異動後 449,382,000株 56.17％ 第１位

（注） ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミ
テッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有している
のはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドであります。ハイテック・プレシジョ
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ン・プロダクツ・リミテッドの株式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッ
ド及びザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・インベス
トメンツ・コーポレーションは当社株式を間接保有しております。 

 
 

４．今後の見通し 
グランデグループの一員としてグループ戦略の下に運営していくこととなりますが、現在のところその詳

細については発表できるまでに至っておりません。 
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「平成１４年９月１７日付 親会社の異動に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 

 
当社の親会社であったハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの持株比率が低下し、平成１

４年９月１７日をもって（記載なし）親会社に該当しないことになりましたので、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 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは、自社の株主に山水電気株式会社への直接投資機会を与
え、将来の同社発展の成果に参加する道を与えるため、間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・
プロダクツ・リミテッドを通じて、同社が所有する山水電気株式会社株式の一部を、ザ・グランデ・ホール
ディングズ・リミテッドの有資格株主に対し、譲渡したものであります。 

 
２．ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの概要 

（１） 名称 ： ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、オフショア・インコー

ポレーション・センター、私書箱９５７号 

（３） 代表者 ： マネージング ディレクター サミュエル・キン・ユエン 

（４） 資本の額 ： １米ドル 

（５） 主な事業内容 ： 投資持株会社 

（６） 当社との関係 ： なし 
 
３．当該株主の所有株式数及び発行済株式総数に対する所有割合 

 所有株式数 
発行済株式総数に
対する所有割合 

大株主順位 

異動前 449,382,000株 56.17％ 第１位

異動後 244,665,000株 30.58％ 第１位

 
４．今後の見通し 

親会社としてのザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの当社に対する経営方針等については現在
のところ変更はありません。 

 
（訂正後） 

 
当社の親会社であったハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの持株比率が低下し、平成１

４年９月２５日をもって、同社およびザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドならびにバリカン・イ
ンベストメンツ・コーポレーションが親会社に該当しないことになりましたので、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 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは、自社の株主に山水電気株式会社への直接投資機会を与
え、将来の同社発展の聖歌に参加する道を与えるため、間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・
プロダクツ・リミテッドを通じて、同社が所有する山水電気株式会社株式の一部を、ザ・グランデ・ホール
ディングズ・リミテッドの有資格株主に対し、譲渡したものであります。 

 
２．当該株主の名称等 
 

今回の異動により親会社ではなくなる会社 
ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの概要 
（１） 名称 ： ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： バミューダ島、ハミルトン市、レイド通２号 

（３） 代表者 ： 社長兼最高経営責任者 クリストファー・ウィング・オン・ホー 

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 
バリカン・インベストメンツ・コーポレーションの概要 
（１） 名称 ： バリカン・インベストメンツ・コーポレーション 
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（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、トゥラピック・アイル・

ビルディング、、私書箱４３８号、インシンガー・コーポレート・サー

ビセーズ・ビーヴィアイ・リミテッド事務所 

（３） 代表者 ： ダイレクター クリストファー・ウィング・オン・ホー 

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 
ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの概要 
（１） 名称 ： ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、オフショア・インコー

ポレーション・センター、私書箱９５７号 

（３） 代表者 ： ダイレクター リー・イェン・キー・ルビー 

（４） 資本の額 ： １米ドル 

（５） 主な事業内容 ： 投資持株会社 

（６） 当社との関係 ： なし 
 
 
３．当該会社の所有株式数及び総株主の議決権に対する割合 
 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

 

異動前 
364,345個
(364,345個)

45.78％ 
(45.78％)

 

異動後 
173,346個
(173,346個)

21.78％ 
(21.78％)

 

（注）1.（ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。なお間接保有分にはグランデ・グループ各
社の所有議決権数が含まれております。 

2. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１４年６月３０日現在の総株主の議決権数795,916
個を基準に算出しております。 

3. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドであります。ハイテック・プレ
シジョン・プロダクツ・リミテッドの株式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・
リミテッド及びザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・
インベストメンツ・コーポレーションは当社株式を間接保有しております。 

 
バリカン・インベストメンツ・コーポレーション 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

 

異動前 
364,345個
(364,345個)

45.78％ 
(45.78％)

 

異動後 
173,346個
(173,346個)

21.78％ 
(21.78％)

 

（注）1.（ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。なお間接保有分にはグランデ・グループ各
社の所有議決権数が含まれております。 

2. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１４年６月３０日現在の総株主の議決権数795,916
個を基準に算出しております。 

3. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドであります。ハイテック・プレ
シジョン・プロダクツ・リミテッドの株式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・
リミテッド及びザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・
インベストメンツ・コーポレーションは当社株式を間接保有しております。 

 
ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

異動前 354,345個 44.52％ 

異動後 163,346個 20.52％ 
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（注）1. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１４年６月３０日現在の総株主の議決権数795,916
個を基準に算出しております。 

2. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドであります。ハイテック・プレ
シジョン・プロダクツ・リミテッドの株式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・
リミテッド及びザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・
インベストメンツ・コーポレーションは当社株式を間接保有しております。 

 
４．今後の見通し 

（削除）ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの当社に対する経営方針等については現在のとこ
ろ変更はありません。 
 



 

 8

「平成１４年９月２６日付 主要株主の異動に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 

 
本日、平成１４年９月１７日付で、当社の主要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。 
 

記 
 
１．異動に至った経緯 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは、自社の株主に当社への直接投資機会を与え、将来の当
社発展の成果に参加する道を与えるため、間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・プロダクツ・
リミテッドを通じて、同社が所有する山水電気株式会社株式の一部を、ザ・グランデ・ホールディングズ・
リミテッドの有資格株主に対し、譲渡したものであります。 

 
２．当該株主の名称等 

（１） 名称 ： バリカン・インベストメンツ・コーポレーション 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、トゥラピック・アイル・

ビルディング、、私書箱４３８号、インシンガー・コーポレート・サー

ビセーズ・ビーヴィアイ・リミテッド事務所 

（３） 代表者 ： マネージング ディレクター クリストファー・ウィング・オン・ホー

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 
３．当該株主の所有株式数及び発行済株式総数に対する所有割合 

 所有株式数 
発行済株式総数に
対する所有割合 

大株主順位 

異動前 0株 0％ ―

異動後 127,610,000株 15.95％ 第２位

 
４．今後の見通し 

親会社としてのザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの当社に対する経営方針等については現在
のところ変更はありません。 

 
 
（訂正後） 

 
（削除）平成１４年９月２５日付で、当社の主要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。 
 

記 
 
１．異動に至った経緯 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは、自社の株主に当社への直接投資機会を与え、将来の当
社発展の成果に参加する道を与えるため、間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・プロダクツ・
リミテッドを通じて、同社が所有する山水電気株式会社株式の一部を、ザ・グランデ・ホールディングズ・
リミテッドの有資格株主に対し、譲渡したものであります。 

 
２．当該株主の名称等 

今回の異動により主要株主となる会社 
（１） 名称 ： バリカン・インベストメンツ・コーポレーション 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、トゥラピック・アイル・

ビルディング、、私書箱４３８号、インシンガー・コーポレート・サー

ビセーズ・ビーヴィアイ・リミテッド事務所 

（３） 代表者 ： ダイレクター クリストファー・ウィング・オン・ホー 

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 
３．当該会社の所有株式数及び総株主の議決権に対する割合 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 
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異動前 
173,346個
(173,346個)

21.78％ 
(21.78％)

 

異動後 
300,956個
(173,346個)

37.81％ 
(21.78％)

 

（注）1.（ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。なお間接保有分にはグランデ・グループ各
社の所有議決権数が含まれております。 

2. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１４年６月３０日現在の総株主の議決権数795,916
個を基準に算出しております。 

3. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド及びバリカン・インベストメン
ツ・コーポレーションであります。ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの株
式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは当社株式を間接保有し、ザ・
グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・インベストメンツ・
コーポレーションは当社株式を直接・間接に保有しております。 

 
４．今後の見通し 

（削除）ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの当社に対する経営方針等については現在のとこ
ろ変更はありません。 
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「平成１５年２月２６日付 親会社の異動に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 

 
（提出しておりません。） 

 
（訂正後） 

 
平成１５年２月２６日付で、当社の親会社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。 

 
記 

 
１．異動に至った経緯 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの支援の下に、自己資本の充実を図るため、第三者割当増
資により同社の間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドに対し新株式を
発行したものであります。 

 
２．当該株主の名称等 

今回の異動により親会社となる会社 
（１） 名称 ： バリカン・インベストメンツ・コーポレーション 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、トゥラピック・アイル・

ビルディング、、私書箱４３８号、インシンガー・コーポレート・サー

ビセーズ・ビーヴィアイ・リミテッド事務所 

（３） 代表者 ： ダイレクター クリストファー・ウィング・オン・ホー 

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 
３．当該会社の所有株式数及び総株主の議決権に対する割合 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

 

異動前 
300,926個
(173,316個)

37.81％ 
(21.77％)

 

異動後 
443,926個
(316,316個)

47.28％ 
(33.69％)

 

（注）1.（ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。なお間接保有分にはグランデ・グループ各
社の所有議決権数が含まれております。 

2. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１４年１２月３１日現在の総株主の議決権数
795,964個に平成１５年２月２６日付新株式発行の議決権143,000個を加えた合計938,964個を
基準に算出しております。 

3. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド及びバリカン・インベストメン
ツ・コーポレーションであります。ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの株
式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは当社株式を間接保有し、ザ・
グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・インベストメンツ・
コーポレーションは当社株式を直接・間接に保有しております。 

 
４．今後の見通し 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの当社に対する経営方針等については現在のところ変更は
ありません。 
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「平成１５年６月４日付 親会社の異動に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 

 
（提出しておりません。） 

 
（訂正後） 

 
平成１５年６月４日付で、当社の親会社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。 

 
記 

 
１．異動に至った経緯 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの支援の下に、自己資本の充実を図るため、第三者割当増
資により同社の間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドに対し新株式を
発行したものであります。 

 
２．当該株主の名称等 

今回の異動により親会社となる会社 
ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの概要 
（１） 名称 ： ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： バミューダ島、ハミルトン市、レイド通２号 

（３） 代表者 ： 社長兼最高経営責任者 クリストファー・ウィング・オン・ホー 

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 
ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの概要 
（１） 名称 ： ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、オフショア・インコー

ポレーション・センター、私書箱９５７号 

（３） 代表者 ： ダイレクター リー・イェン・キー・ルビー 

（４） 資本の額 ： １米ドル 

（５） 主な事業内容 ： 投資持株会社 
 

３．当該会社の所有株式数及び総株主の議決権に対する割合 
 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

 

異動前 
316,316個
(316,316個)

33.69％ 
(33.69％)

 

異動後 
436,316個
(436,316個)

41.20％ 
(41.20％)

 

（注）1.（ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。なお間接保有分にはグランデ・グループ各
社の所有議決権数が含まれております。 

2. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１４年１２月３１日現在の総株主の議決権数
795,964個に平成１５年２月２６日付新株式発行の議決権143,000個及び平成１５年６月４日
付新株式発行の議決権120,000個を加えた合計1,058,964個を基準に算出しております。 

3. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド及びバリカン・インベストメン
ツ・コーポレーションであります。ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの株
式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは当社株式を間接保有し、ザ・
グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・インベストメンツ・
コーポレーションは当社株式を直接・間接に保有しております。 

 
ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

異動前 306,316個 32.62％ 

異動後 426,316個 40.26％ 
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（注）1. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１４年１２月３１日現在の総株主の議決権数795,964
個に平成１５年２月２６日付新株式発行の議決権143,000個及び平成１５年６月４日付新株式
発行の議決権120,000個を加えた合計1,058,964個を基準に算出しております。 

2. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドであります。ハイテック・プレ
シジョン・プロダクツ・リミテッドの株式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・
リミテッド及びザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・
インベストメンツ・コーポレーションは当社株式を間接保有しております。 

 
４．今後の見通し 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの当社に対する経営方針等については現在のところ変更は
ありません。 
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「平成１６年９月３０日付 親会社の異動に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 

 
当社の親会社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．異動に至った経緯 

当社の親会社であるザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドが、自社の株主に山水電気株式会社へ
の直接投資の機会を与えるため、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの間接所有子会社であるハ
イテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドを通じ、同社が所有する山水電気株式会社株式の一部を、
ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの有資格株主に対して利益配当として譲渡するものでありま
す。 
 
かかる株式譲渡により、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド（記載なし）は当社の親会社に該

当しないことになり、グランデ・グループの一社であるバリカン・インベストメンツ・コーポレーションが、
新たに当社の親会社に該当することとなりました。 

 
２．親会社の概要 
 

今回の異動により親会社ではなくなる会社 
ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの概要 
（１） 名称 ： ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： バミューダ島、ハミルトン市、フロント通６号、バミューダ銀行ビル 

（３） 代表者 ： 社長兼最高経営責任者 クリストファー・ウィング・オン・ホー 

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 
（記載なし） 
 
今回の異動により新たに親会社となる会社 
バリカン・インベストメンツ・コーポレーションの概要 
（１） 名称 ： バリカン・インベストメンツ・コーポレーション 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、トゥラピック・アイル・

ビルディング、、私書箱４３８号、インシンガー・コーポレート・サー

ビセーズ・ビーヴィアイ・リミテッド事務所 

（３） 代表者 ： マネージング ディレクター クリストファー・ウィング・オン・ホー

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 

３．当該会社の所有株式数及び総株主の議決権に対する割合 
 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

 

異動前 
563,926個
(563,926個)

53.22％ 
(53.22％)

 

異動後 
262,415個
(262,415個)

24.77％ 
(24.77％)

 

（記載なし） 
 

（記載なし） 
 

バリカン・インベストメンツ・コーポレーション 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

 

異動前 127,610個 12.04％  

異動後 
534,795個
(262,415個)

50.47％ 
(24.77％)

 

（注）1.（ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。 
2. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１６年６月３０日現在の総株主の議決権数
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1,059,541個を基準に算出しております。 
3. なお、本件による株式譲渡は、事務手続の関係上段階的に行われる予定であり、上記の異動株

式の内容は、平成１６年９月３０日における数字であります。 
 

 
４．異動年月日 

平成１６年９月３０日 
 
５．今後の見通し 

今回の株式譲渡により、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは当社の親会社に該当しないこと
になりますが、グランデ・グループの最高経営責任者であるクリストファー・ウィング・オン・ホー氏が実
効支配するグランデ・グループ内のバリカン・インベストメンツ・コーポレーションが新たに当社の親会社
となるため、当社の実質支配株主関係に影響はないものと思われます。 

 
（訂正後） 

 
当社の親会社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．異動に至った経緯 

当社の親会社であるザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドが、自社の株主に山水電気株式会社へ
の直接投資の機会を与えるため、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの間接所有子会社であるハ
イテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドを通じ、同社が所有する山水電気株式会社株式の一部を、
ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの有資格株主に対して利益配当として譲渡するものでありま
す。 
 
かかる株式譲渡により、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド及びハイテック・プレシジョン・

プロダクツ・リミテッドは当社の親会社に該当しないことになり（削除）ました。 
 
２．親会社の概要 
 

今回の異動により親会社ではなくなる会社 
ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの概要 
（１） 名称 ： ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： バミューダ島、ハミルトン市、レイド通２号 

（３） 代表者 ： 社長兼最高経営責任者 クリストファー・ウィング・オン・ホー 

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 
ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの概要 
（１） 名称 ： ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、オフショア・インコー

ポレーション・センター、私書箱９５７号 

（３） 代表者 ： ダイレクター リー・イェン・キー・ルビー 

（４） 資本の額 ： １米ドル 

（５） 主な事業内容 ： 投資持株会社 
 
（削除） 
 

３．当該会社の所有株式数及び総株主の議決権に対する割合 
 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

 

異動前 
506,535個
(506,535個)

47.79％ 
(47.79％)

 

異動後 
276,686個
(276,686個)

26.11％ 
(26.11％)

 

（注）1.（ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。なお間接保有分にはグランデ・グループ各
社の所有議決権数が含まれております。 

2. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１６年６月３０日現在の総株主の議決権数
1,059,541個を基準に算出しております。 

3. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
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ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド及びバリカン・インベストメン
ツ・コーポレーションであります。ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの株
式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは当社株式を間接保有し、ザ・
グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・インベストメンツ・
コーポレーションは当社株式を直接・間接に保有しております。 

 
ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

異動前 426,316個 40.24％ 

異動後 195,467個 18.45％ 

（注）1. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１６年６月３０日現在の総株主の議決権数1,059,541
個を基準に算出しております。 

2. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドであります。ハイテック・プレ
シジョン・プロダクツ・リミテッドの株式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・
リミテッド及びザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・
インベストメンツ・コーポレーションは当社株式を間接保有しております。 

 
（削除） 

 
４．異動年月日 

平成１６年１１月１５日 
 
５．今後の見通し 

今回の株式譲渡による当社の実質支配株主関係に影響はございません。 
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「平成１６年１１月１２日付 主要株主の異動に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 

 
平成１６年１１月１２日付で当社の主要株主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．異動に至った経緯 

当社の主要株主であるザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドが、自社の株主に山水電気株式会社
への直接投資の機会を与えるため、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの間接所有子会社である
ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドを通じ、同社が所有する山水電気株式会社株式の一部
を、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの有資格株主に対して利益配当として譲渡するものであ
ります。 

 
２．当該株主の名称等 

（１） 名称 ： ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： バミューダ島、ハミルトン市、フロント通６号、バミューダ銀行ビル 

（３） 代表者 ： 社長兼最高経営責任者 クリストファー・ウィング・オン・ホー 

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 

３．当該会社の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権に対する割合 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

大株主順位 

異動前 
262,415個
(262,415個)

24.77％ 
(24.77％)

第２位

異動後 
206,467個
(206,467個)

19.49％ 
(19.49％)

第２位

（注）1. （ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。 
2. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１６年６月３０日現在の総株主の議決権数

1,059,541個を基準に算出しております。 
 
４．異動年月日 

平成１６年１１月１２日 
 
５．今後の見通し 

今回の株式譲渡による当社の実質支配株主関係に影響はございません。 
 

 
（訂正後） 

 
（提出を取り下げいたします。） 
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「平成１７年６月２７日付 主要株主の異動に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 

 
（提出しておりません。） 

 
（訂正後） 

 
平成１７年６月２７日付で、当社の主要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。 

 
記 

 
１．異動に至った経緯 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・プロ
ダクツ・リミテッドが、同社が所有する山水電気株式会社株式の一部を売却したため、主要株主ではなくな
ることとなりました。 

 
２．当該株主の名称等 

（１） 名称 ： ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、オフショア・インコー

ポレーション・センター、私書箱９５７号 

（３） 代表者 ： ダイレクター リー・イェン・キー・ルビー 

（４） 資本の額 ： １米ドル 

（５） 主な事業内容 ： 投資持株会社 
 
３．当該会社の所有議決権の数及び総株主の議決権に対する割合 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

異動前 121,057個 11.42％ 

異動後 74,635個 7.04％ 

 

（注）総株主の議決権の数に対する割合は、平成１６年１２月３１日現在の総株主の議決権数1,059,714
個を基準に算出しております。 

 
４．異動年月日 

平成１７年６月２７日 
 
５．今後の見通し 

今回の株式売却による当社の実質支配株主関係に影響はございません。 
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「平成１７年７月１８日付 主要株主・その他の関係会社の異動に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 

 
（提出しておりません。） 

 
（訂正後） 

 
平成１７年７月１８日付で、当社の主要株主・その他の関係会社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。 
 

記 
 
１．異動に至った経緯 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・プロ
ダクツ・リミテッドが、山水電気株式会社株式を追加取得したため、新たに主要株主・その他の関係会社に
該当することとなりました。 

 
２．当該株主の名称等 

（１） 名称 ： ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、オフショア・インコー

ポレーション・センター、私書箱９５７号 

（３） 代表者 ： ダイレクター リー・イェン・キー・ルビー 

（４） 資本の額 ： １米ドル 

（５） 主な事業内容 ： 投資持株会社 
 
３．当該会社の所有議決権の数及び総株主の議決権に対する割合 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

異動前 74,635個 7.04％ 

異動後 275,185個 25.97％ 

 

（注）総株主の議決権の数に対する割合は、平成１７年６月３０日現在の総株主の議決権数1,059,479個
を基準に算出しております。 

 
４．異動年月日 

平成１７年７月１８日 
 
５．今後の見通し 

今回の株式取得による当社の実質支配株主関係に影響はございません。 
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「平成１７年１０月１１日付 親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 

 
（提出しておりません。） 

 
（訂正後） 

 
平成１７年１０月１１日付で、当社の親会社及びその他の関係会社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。 
 

記 
 
１．異動に至った経緯 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・プロ
ダクツ・リミテッドが、同社が所有していた当社発行の新株予約権付社債について、当社の普通株式への転
換を行使請求したことに伴い、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドがその他の関係会社から外れ、
新たに親会社に該当することとなりました。 

 
２．当該株主の名称等 

（１） 名称 ： ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： バミューダ島、ハミルトン市、レイド通２号 

（３） 代表者 ： 会長兼最高経営責任者 クリストファー・ウィング・オン・ホー 

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 

３．当該会社の所有議決権の数及び総株主の議決権に対する割合 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

異動前 
378,740個
(378,740個)

35.75％ 
(35.75％)

異動後 
490,278個
(490,278個)

41.87％ 
(41.87％)

 

（注）1.（ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。なお間接保有分にはグランデ・グループ各
社の所有議決権数が含まれております。 

2. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１７年６月３０日現在の総株主の議決権数
1,059,479個に、平成１７年１０月１１日付新株式発行の議決権111,538個を加えた合計
1,171,017個を基準に算出しております。 

3. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド及びバリカン・インベストメン
ツ・コーポレーションであります。ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの株
式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは当社株式を間接保有し、ザ・
グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・インベストメンツ・
コーポレーションは当社株式を直接・間接に保有しております。 

 
４．異動年月日 

平成１７年１０月１１日 
 
５．今後の見通し 

当社の実質支配株主関係に影響はございません。 
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「平成１７年１１月９日付 親会社及び主要株主・その他の関係会社の異動に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 

 
（提出しておりません。） 

 
（訂正後） 

 
平成１７年１１月９日付で、当社の親会社及び主要株主・その他の関係会社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。 
 

記 
 
１．異動に至った経緯 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・プロ
ダクツ・リミテッドが、同社が所有していた当社発行の新株予約権付社債について、当社の普通株式への転
換を行使請求したことに伴い、ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドが主要株主・その他の
関係会社から外れ、新たに親会社に該当することとなりました。 

 
２．当該株主の名称等 

（１） 名称 ： ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、オフショア・インコー

ポレーション・センター、私書箱９５７号 

（３） 代表者 ： ダイレクター リー・イェン・キー・ルビー 

（４） 資本の額 ： １米ドル 

（５） 主な事業内容 ： 投資持株会社 
 

３．当該会社の所有議決権の数及び総株主の議決権に対する割合 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

異動前 386,723個 33.02％ 

異動後 575,184個 42.31％ 

 

（注）1. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１７年６月３０日現在の総株主の議決権数1,059,479
個に、平成１７年１０月１１日付新株式発行の議決権111,538個及び平成１７年１１月９日付
新株式発行の議決権188,461個を加えた合計1,359,478個を基準に算出しております。 

2. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド及びバリカン・インベストメン
ツ・コーポレーションであります。ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの株
式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは当社株式を間接保有し、ザ・
グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・インベストメンツ・
コーポレーションは当社株式を直接・間接に保有しております。 

 
４．異動年月日 

平成１７年１１月９日 
 
５．今後の見通し 

当社の実質支配株主関係に影響はございません。 
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「平成１８年１月１０日付 親会社及び主要株主・その他の関係会社の異動に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 

 
（提出しておりません。） 

 
（訂正後） 

 
平成１８年１月１０日付で、当社の親会社及び主要株主・その他の関係会社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。 
 

記 
 
１．異動に至った経緯 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・プロ
ダクツ・リミテッドが、同社が所有する山水電気株式会社株式の一部を売却したため、ハイテック・プレシ
ジョン・プロダクツ・リミテッドが親会社から外れ、新たに主要株主・その他の関係会社に該当することと
なりました。 
 

２．当該株主の名称等 
（１） 名称 ： ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、オフショア・インコー

ポレーション・センター、私書箱９５７号 

（３） 代表者 ： ダイレクター リー・イェン・キー・ルビー 

（４） 資本の額 ： １米ドル 

（５） 主な事業内容 ： 投資持株会社 
  

３．当該会社の所有議決権の数及び総株主の議決権に対する割合 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

異動前 575,184個 42.28％ 

異動後 441,184個 32.43％ 

 

（注）1. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１７年１２月３１日現在の総株主の議決権数
1,360,478個を基準に算出しております。 

2. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド及びバリカン・インベストメン
ツ・コーポレーションであります。ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの株
式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは当社株式を間接保有し、ザ・
グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・インベストメンツ・
コーポレーションは当社株式を直接・間接に保有しております。 

 
４．異動年月日 

平成１８年１月１０日 
 
５．今後の見通し 

今回の株式売却による当社の実質支配株主関係に影響はございません。 
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「平成１８年３月３日付 親会社の異動および主要株主の異動等に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 
 
平成１８年３月３日付 親会社の異動および主要株主の異動等に関するお知らせ 
 
第１ 親会社および主要株主の異動 

 
当社の親会社および主要株主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．異動に至った経緯 

当社の親会社グループのザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドが、その間接所有子会社であるハ
イテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドを通じ、同社が所有する山水電気株式会社株式の一部に
つき貸借取引を実施した旨の報告を受けました。 
 
かかる株式貸借取引により、ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドについては当社の主要

株主から、グランデ・グループのバリカン・インベストメンツ・コーポレーションについては当社の親会社
から、それぞれ外れることとなり、新たに、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショ
ナル・リミテッドが、当社の主要株主に該当することとなりました。 
 

２．親会社および主要株主の概要 
 

今回の異動により親会社ではなくなる会社 
バリカン・インベストメンツ・コーポレーションの概要 
（１） 名称 ： バリカン・インベストメンツ・コーポレーション 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、トゥラピック・アイル・

ビルディング、、私書箱４３８号、インシンガー・コーポレート・サー

ビセーズ・ビーヴィアイ・リミテッド事務所 

（３） 代表者 ： マネージング ディレクター クリストファー・ウィング・オン・ホー

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 
今回の異動により主要株主ではなくなる会社 
ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの概要 
（１） 名称 ： ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： 英領ヴァージン諸島トートラ、ロード・タウン、オフショア・インコー

ポレーション・センター、私書箱９５７号 

（３） 代表者 ： ダイレクター リー・イェン・キー・ルビー 

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 

今回の異動により新たに主要株主となる会社 
（１） 名称 ： モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リ

ミテッド (morgan Stanley & Co. International Limited) 

（２） 本店所在地 ： 25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA U.K. 

（３） 代表者 ： 会長 ジョナサン・トレンチ 

（４） 事業内容 ： 証券業 
 
３．当該会社の所有株式数および総株主の議決権に対する割合 
 

バリカン・インベストメンツ・コーポレーション 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の数

に対する割合 
大株主順位

異動前 
558,846個
(286,466個)

41.08％ 
(21.06％)

第１位

異動後 
431,956個
(159,576個)

31.75％ 
(11.73％)

第１位

 
ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の数

に対する割合 
大株主順位
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異動前 248,971個 18.30％ 第２位

異動後 122,081個 8.97％ 第３位

 
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の数

に対する割合 
大株主順位

異動前 17,490個 1.29％ 第４位

異動後 144,420個 10.61％ 第２位

（注）1.（ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。 
2. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１７年１２月３１日現在の総株主の議決権数

1,360,478個を基準に算出しております。 
3. モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド提出の大量保

有報告書およびその訂正報告書によると、モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッドおよ
びモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッドが、共同保有者として、
上記の他に合計10,362個（0.75％）の議決権を保有している旨報告されております。 

 
４．異動年月日 

平成１８年２月２２日 
 
５．今後の見通し 

今回の株式異動により、グランデ・グループのバリカン・インベストメンツ・コーポレーションは当社の
親会社に該当しないこととなりますが、グランデ・グループの当社の総株主の議決権に対する保有割合は
31.75％で、グランデ・グループが筆頭株主であることに変わりはなく、グランデ・グループから当社に対す
る役員派遣も継続して行われておりますので、現段階においては、当社の経営に及ぼす影響はないものと思
われます。 
 

第２ 今後の株主関係の変動の可能性 
 

上記で述べた親会社および主要株主の異動に加え、今後新たに当社の株主関係が変動する可能性があるた
め、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドが、その間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・

プロダクツ・リミテッドを通じ、平成18年2月22日付けにて、当社株式にて償還を受けることのできる

Exchangeable Bond（発行総額:50百万米ドル）を日本国外において機関投資家向けに発行した旨の連絡があ

りました。 

 

上記Exchangeable Bondが発行条件の定めに従い、すべて当社株式により償還された場合には、グランデ・

グループより146,683,283株が上記Exchangeable Bondの保有者に譲渡される可能性があるものとされていま

す。ただし、当社株式による償還については、償還割合の調整に服する場合がある他、グランデ・グループ

が上記Exchangeable Bondを現金償還することのできるオプションを有するものとされているため、上記

Exchangeable Bondの償還によりグランデ・グループから実際に譲渡される当社株式数は、現段階においては

未定であります。 

 
なお、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド提出の大量保有報

告書およびその訂正報告書によると、同社は、上記Exchangeable Bondを当社株式数で換算し102,678,440株
分取得している旨報告されております。 
 

 
（訂正後） 
 
平成１８年３月３日付 （削除）主要株主の異動等に関するお知らせ 
 
第１ （削除）主要株主の異動 

 
当社の（削除）主要株主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。 
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記 

 
１．異動に至った経緯 

当社の親会社グループのザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドが、その間接所有子会社であるハ
イテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドを通じ、同社が所有する山水電気株式会社株式の一部に
つき貸借取引を実施した旨の報告を受けました。 
 
かかる株式貸借取引により、（削除）新たに、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナ

ショナル・リミテッドが、当社の主要株主に該当することとなりました。 
 

２．（削除）主要株主の概要 
 

（削除） 
 
（削除） 
 

今回の異動により新たに主要株主となる会社 
（１） 名称 ： モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リ

ミテッド (morgan Stanley & Co. International Limited) 

（２） 本店所在地 ： 25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA U.K. 

（３） 代表者 ： 会長 ジョナサン・トレンチ 

（４） 事業内容 ： 証券業 
 
３．当該会社の所有株式数および総株主の議決権に対する割合 
 

（削除） 
 

（削除） 
 
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の数

に対する割合 

異動前 17,490個 1.29％ 

異動後 144,420個 10.61％ 

 

（注）1.（ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。 
2. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１７年１２月３１日現在の総株主の議決権数

1,360,478個を基準に算出しております。 
3. モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド提出の大量保

有報告書およびその訂正報告書によると、モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッドおよ
びモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッドが、共同保有者として、
上記の他に合計10,362個（0.75％）の議決権を保有している旨報告されております。 

 
４．異動年月日 

平成１８年２月２２日 
 
５．今後の見通し 

当社の実質支配株主関係に影響はございません。 
 

第２ 今後の株主関係の変動の可能性 
 

上記で述べた（削除）主要株主の異動に加え、今後新たに当社の株主関係が変動する可能性があるため、
下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドが、その間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・

プロダクツ・リミテッドを通じ、平成18年2月22日付けにて、当社株式にて償還を受けることのできる

Exchangeable Bond（発行総額:50百万米ドル）を日本国外において機関投資家向けに発行した旨の連絡があ

りました。 
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上記Exchangeable Bondが発行条件の定めに従い、すべて当社株式により償還された場合には、グランデ・

グループより146,683,283株が上記Exchangeable Bondの保有者に譲渡される可能性があるものとされていま

す。ただし、当社株式による償還については、償還割合の調整に服する場合がある他、グランデ・グループ

が上記Exchangeable Bondを現金償還することのできるオプションを有するものとされているため、上記

Exchangeable Bondの償還によりグランデ・グループから実際に譲渡される当社株式数は、現段階においては

未定であります。 

 
なお、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド提出の大量保有報

告書およびその訂正報告書によると、同社は、上記Exchangeable Bondを当社株式数で換算し102,678,440株
分取得している旨報告されております。 
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「平成１８年４月１２日付 親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 

 
（提出しておりません。） 

 
（訂正後） 

 
平成１８年４月１２日付で、当社の親会社及びその他の関係会社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。 
 

記 
 
１．異動に至った経緯 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・プロ
ダクツ・リミテッドが、同社が所有する山水電気株式会社株式の一部を売却したため、ザ・グランデ・ホー
ルディングズ・リミテッドが親会社から外れ、新たにその他の関係会社に該当することとなりました。 
 

２．当該株主の名称等 
（１） 名称 ： ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： バミューダ島、ハミルトン市、レイド通２号 

（３） 代表者 ： 会長兼最高経営責任者 クリストファー・ウィング・オン・ホー 

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 

３．当該会社の所有議決権の数及び総株主の議決権に対する割合 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

異動前 
544,739個
(544,739個)

40.04％ 
(40.04％)

異動後 
412,739個
(412,739個)

30.34％ 
(30.34％)

 

（注）1.（ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。なお間接保有分にはグランデ・グループ各
社の所有議決権数が含まれております。 

2. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１７年１２月３１日現在の総株主の議決権数
1,360,478個を基準に算出しております。 

3. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド及びバリカン・インベストメン
ツ・コーポレーションであります。ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの株
式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは当社株式を間接保有し、ザ・
グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・インベストメンツ・
コーポレーションは当社株式を直接・間接に保有しております。 

 
４．異動年月日 

平成１８年４月１２日 
 
５．今後の見通し 

今回の株式売却による当社の実質支配株主関係に影響はございません。 
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「平成１９年５月２２日付 親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」 
 
（訂正前） 

 
（提出しておりません。） 

 
（訂正後） 

 
平成１９年５月２２日付で、当社の親会社及びその他の関係会社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。 
 

記 
 
１．異動に至った経緯 

ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドの間接所有子会社であるハイテック・プレシジョン・プロ
ダクツ・リミテッドが、同社が所有する山水電気株式会社株式を追加取得したため、ザ・グランデ・ホール
ディングズ・リミテッドがその他の関係会社から外れ、新たに親会社に該当することとなりました。 
 

２．当該株主の名称等 
（１） 名称 ： ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド 

（２） 本店所在地 ： バミューダ島、ハミルトン市、レイド通２号 

（３） 代表者 ： 会長兼最高経営責任者 クリストファー・ウィング・オン・ホー 

（４） 事業内容 ： 投資持株会社 
 

３．当該会社の所有議決権の数及び総株主の議決権に対する割合 

 所有議決権の数 
総株主の議決権の
数に対する割合 

異動前 
490,244個
(490,244個)

38.52％ 
(38.52％)

異動後 
525,244個
(525,244個)

41.27％ 
(41.27％)

 

（注）1.（ ）内は、間接保有分を示し、内数であります。なお間接保有分にはグランデ・グループ各
社の所有議決権数が含まれております。 

2. 総株主の議決権の数に対する割合は、平成１８年１２月３１日現在の総株主の議決権数
1,272,640個を基準に算出しております。 

3. ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド、ザ・グランデ・ホールディングズ・リ
ミテッド及びバリカン・インベストメンツ・コーポレーションのうち当社株式を直接保有して
いるのはハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド及びバリカン・インベストメン
ツ・コーポレーションであります。ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッドの株
式を保有しているザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドは当社株式を間接保有し、ザ・
グランデ・ホールディングズ・リミテッドの株式を保有しているバリカン・インベストメンツ・
コーポレーションは当社株式を直接・間接に保有しております。 

 
４．異動年月日 

平成１９年５月２２日 
 
５．今後の見通し 

今回の株式取得による当社の実質支配株主関係に影響はございません。 
 


