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平成 20 年 11 月８日 
 

各      位 
 

会 社 名 宮 田 工 業 株 式 会 社

代 表 者 名 代表取締役社長 尾下  脩

（コード番号 7301 東証第二部） 
問 合 せ 先 専務取締役管理担当 村上 一好

（TEL      0467 － 85 － 1211） 
 

親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 
 

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.異動が生じる経緯 

株式会社モリタホールディングス（コード番号：6455 東証第一部、以下「モリタホールディングス」といいま

す。）が平成 20 年 10 月９日より実施しておりました当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といい

ます。）が、平成 20 年 11 月７日をもって終了し、本日、モリタホールディングスより、本公開買付けを通じて当社

普通株式 19,674,400 株を取得する旨の報告がありました。 

これに伴い、平成 20 年 11 月 14 日（本公開買付けの決済開始日）付けでモリタホールディングスの所有する

議決権数の総株主等の議決権に対する割合が 79.41％（当社が平成 20 年８月８日に提出した第 111 期第 1 四

半期報告書に記載した平成 20 年３月 31 日現在の総株主の議決権の数 28,144 個に、平成 20 年３月 31 日現

在の単元未満株式数に係る議決権の数 206 個を加えた、28,350 個を総株主等の議決権数として計算し、小数

点以下第三位を四捨五入したもの）となり、モリタホールディングスは当社の親会社及び主要株主である筆頭株

主となる予定です。一方、パナソニック株式会社は当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこ

ととなる予定です。 

 
2.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株主の概要 

(1) 名称 株式会社モリタホールディングス 

(2) 本店の所在地 大阪市生野区小路東五丁目５番 20 号 

(3) 代表者 代表取締役社長 中島 正博 

(4) 資本金 4,746,124 千円（平成 20 年９月 30 日現在） 

(5) 主な事業内容 消防ポンプ車、消火器、防災設備、環境関連機器の製造販売等を営む会社の

株式保有による、当該会社の支配・管理及び管理間接業務の受託等 

(6) 当社との関係  

  資本関係 当社は、当社名義でモリタホールディングスの発行済株式総数の 1.92％

（900,000 株）を所有しており、モリタホールディングスは当社の発行済株式総数

の 10.00％（2,840,000 株）を所有しております。 

  人的関係 該当事項はありません。 

  取引関係 当社は、モリタホールディングスに消火器等を納入しております。 

(7) 決算期 ３月 31 日 

(8) 上場取引所 株式会社東京証券取引所 市場第一部 

   株式会社大阪証券取引所 市場第一部 

(注) 発行済株式総数に対する割合は平成 20 年３月 31 日時点の発行済株式総数に基づき計算してお

り、小数点以下第三位を四捨五入しております。 
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3.親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主の概要 

(1) 名称 パナソニック株式会社 

(2) 本店の所在地 大阪府門真市大字門真 1006 

(3) 代表者 代表取締役社長 大坪 文雄 

(4) 資本金 258,740 百万円（平成 20 年９月 30 日現在） 

(5) 主な事業内容 電気機械器具・通信機器・その他機械器具の製造販売 

(6) 当社との関係  

  資本関係 当社の発行済株式総数の 40.69％（11,558,232 株）を所有しております。 

  人的関係 出向者１名の派遣を受けております。 

  取引関係 消火器等を納入しております。 

(注) 発行済株式総数に対する割合は平成 20 年３月 31 日時点の発行済株式総数に基づき計算してお

り、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

4.異動の前後における親会社及び主要株主である筆頭株主の所有株式数、所有議決権及び総株主等の議決権 

  に対する割合 

 

（1）株式会社モリタホールディングス 

 
所有株式数 所有議決権数

総株主等の議決 

権に対する割合 
株主順位

異動前 

（平成 20 年３月 31 日現在) 
2,840,000 株 2,840 個 10.02％ ２位 

異動後 22,514,400 株 22,514 個 79.41％ １位 

（注 1） 「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が平成 20 年８月８日に提出した第 111 期第 1 四半期

報告書に記載した平成 20年３月 31日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を 1,000株と

して記載したもの)28,144 個を総株主等の議決権として計算しています。ただし、単元未満株式も

本公開買付けの対象としていたため、「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、単

元未満株式に係る議決権の数（上記四半期報告書に記載した平成 20 年３月 31 日現在の単元未

満株式 207,000 株から、平成 20 年３月 31 日現在の当社の所有する単元未満自己株式 450 株を

控除した 206,550株に係る議決権の数である 206個）を加えて、総株主等の議決権の数を 28,350

個として計算しております。 

（注 2） 「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

（2）パナソニック株式会社 

 
所有株式数 所有議決権数

総株主等の議決 

権に対する割合 
株主順位

異動前 

（平成 20 年３月 31 日現在) 
11,558,232 株 11,558 個 40.77％ １位 

異動後 ０株 ０個 0.00％   ― 

（注 1） 「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が平成 20 年８月８日に提出した第 111 期第 1 四半期

報告書に記載した平成 20年３月 31日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を 1,000株と

して記載したもの)28,144 個を総株主等の議決権として計算しています。ただし、単元未満株式も

本公開買付けの対象としていたため、「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、単

元未満株式に係る議決権の数（上記四半期報告書に記載した平成 20 年３月 31 日現在の単元未

満株式 207,000 株から、平成 20 年３月 31 日現在の当社の所有する単元未満自己株式 450 株を

控除した 206,550株に係る議決権の数である 206個）を加えて、総株主等の議決権の数を 28,350

個として計算しております。 

（注 2） 「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

5.異動予定年月日 

平成 20 年 11 月 14 日（本公開買付けの決済開始日) 
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6.今後の見通し 

本公開買付けの結果、モリタホールディングスは当社の発行済株式総数の 79.28％を所有する親会社及び

主要株主である筆頭株主となります。本公開買付けは当社株式の上場廃止を企図するものではありませんが、

当該買付結果を受け、当社株式が流動性等に係る株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といい

ます。）の定める上場廃止基準に抵触する可能性があります。その場合には、所定の手続きを経て当社の株式

は上場廃止となる可能性があります。 

モリタホールディングスは、本公開買付けの開始時点においては東京証券取引所の定める上場廃止基準に

抵触するに至った段階で株式交換等による当社の完全子会社化について慎重に検討を行うことを予定しており

ましたが、上記のように本公開買付けの結果、当社株式の上場廃止の可能性が高まる際には、当社の少数株主

の利益を保護すべく、株式交換等による当社の完全子会社化も視野に入れ、当社と協議の上で今後の対応方

針について決定し、速やかに開示いたします。 

 

以 上 


