
 1

２００９年１２月１８日 

各 位 

 

会社名 Ｓ Ｕ Ｎ Ｘ 株 式 会 社 

代表者 取締役社長  吉 村   元  

(コード番号6860 東証･名証第一部) 

                     問合せ先 専務取締役 経営管理担当 

三 場 宣 夫 

℡：0568-33-7211 

 

パナソニック電工竜野株式会社およびパナソニック電工自動化控制上海有限公司 

株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は、本日公表の「パナソニック電工株式会社のＦＡ（ファクトリーオートメーション）機器事業を会社

分割によりＳＵＮＸ株式会社が承継することについての基本合意書締結に関するお知らせ」のとおり、本日開

催の取締役会において、パナソニック電工株式会社（以下、「パナソニック電工」という。）からのＦＡ機器

事業承継に伴い、2010年６月中旬開催予定の定時株主総会での承認を条件として、2010年 10月１日付にて、

パナソニック電工が保有するパナソニック電工竜野株式会社（以下、「ＰＥＷ竜野」という。）およびパナソ

ニック電工自動化控制上海有限公司（以下、「ＰＥＷＡＣＳＨ」という。）の全ての株式または持分を取得し、

子会社化することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式の取得（子会社化）の理由 

ＰＥＷ竜野はパナソニック電工のＦＡ機器事業のマザー工場として基幹技術を保有しております。また、Ｐ

ＥＷＡＣＳＨはパナソニック電工のＦＡ機器事業の中国における地産地消化中核製造拠点です。 

当社は、会社分割によるパナソニック電工からのＦＡ機器事業承継に伴うＰＥＷ竜野およびＰＥＷＡＣＳＨ

の株式または持分の取得により、パナソニック電工グループにおけるＦＡ機器事業の生産体制の最適化を目指

します。さらに、当社が目指すセンシングとコントロール技術の融合によるシナジー効果の発揮と新事業領域

への展開を図るとともに、成長著しい中国市場における体制を強化することにより、今後一層当該事業の強化

と成長の加速を図って参ります。 
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２．異動する子会社 

（１）名称 パナソニック電工竜野株式会社 

（２）所在地 兵庫県たつの市龍野町片山300番地 

（３）代表者の役職・氏名 取締役社長 新門 正文 

（４）事業内容 
ＦＡコンポーネント（タイマ、リミットスイッチ、エコ商品など）の開

発、製造および販売 

（５）資本金 450百万円 

（６）設立年月日 1970年 12月12日 

（７）大株主および持株比率 パナソニック電工株式会社100% 

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 
（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 
取引関係 当社は、当該会社より制御機器部品等を仕入れております。

（９）当該会社の最近３年間の経営成績および財政状態 

 2007年３月期 2008年３月期 2009年３月期 

純資産 2,181百万円 2,356百万円 2,457百万円

総資産 5,228百万円 5,570百万円 5,005百万円

売上高 13,986百万円 13,727百万円 12,057百万円

 

（１）名称 パナソニック電工自動化控制上海有限公司 

（２）所在地 
T52-3 No.1510 Chuan Quiao Road, Jin Qiao Export Processing Zone,  

Pu Dong New Area Shanghai 201206, China 

（３）代表者の役職・氏名 董事長 何 延慶 

（４）事業内容 
ＦＡコンポーネント（プログラマブルコントローラ、インバータ、表示

器、タイマ・カウンタ）の製造および販売 

（５）資本金 6,000,000米ドル 

（６）設立年月日 1996年４月30日 

（７）大株主および持株比率 

パナソニック電工株式会社 45%、上海電気集団股份有限公司45％、 

パナソニック電工中国有限公司10％ 

（注）上海電気集団股份有限公司の持分をパナソニック電工が、今後取得予定 

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 
（８）上場会社と当該会社 

との間の関係 
取引関係 該当事項はありません 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績および財政状態（注1） 

 2006年 12月期 2007年 12月期 2008年 12月期 

純資産 955百万円 996百万円 853百万円

総資産 1,208百万円 1,148百万円 995百万円

売上高 2,018百万円 2,182百万円 1,585百万円

注1：円換算は2008年 12月30日のレート（1中国元=13.31円）を採用しております。 
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３．株式取得の相手先の概要                          2009年９月30日現在 

（１）名称 パナソニック電工株式会社 

（２）所在地 大阪府門真市大字門真1048番地 

（３）代表者の役職・氏名 取締役社長 畑中 浩一 

（４）事業内容 照明・情報機器・電器・住宅建材・電子材料・制御機器等の製造、販売、

施工および各種のサービス活動 

（５）資本金 148,513百万円 

（６）設立年月日 1935年 12月15日 

（７）発行済株式数 751,074,788株 

（８）決算期 ３月31日 

（９）従業員数 56,456名 

（10）主要取引先 パナソニック電工制御株式会社 他 

（11）主要取引銀行 三井住友銀行、りそな銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行 

（12）大株主および持株比率 パナソニック株式会社                             51.00％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)      5.15％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)  3.87％ 

パナソニック電工月掛自社株投資会                  1.55％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)  1.11％ 

 

注：パナソニック電工は、自己株式 11,073 千株（持株比率 1.47％）を所有

しています。 

資本関係 パナソニック電工はＳＵＮＸの発行済株式総数の 51.4％を

保有しております。 

人的関係 ＳＵＮＸの取締役９名のうち３名はパナソニック電工の従

業員であります。 

取引関係 パナソニック電工はＳＵＮＸから制御機器を仕入れており
ます。 

（13）当事会社間の関係 

関連当事者へ

の該当状況 

ＳＵＮＸはパナソニック電工の連結子会社であるため、関

連当事者に該当いたします。 

（14）最近３年間の経営成績および財政状態 

決算期 2007年３月期 2008年３月期 2009年３月期 

連結純資産 723,754百万円 734,709百万円 685,607百万円

連結総資産 1,185,346百万円 1,151,917百万円 1,076,746百万円

１株当たり連結純資産 919.96円 934.87円 869.47円

連結売上高 1,667,302百万円 1,719,612百万円 1,597,807百万円

連結営業利益 82,366百万円 83,923百万円 31,851百万円

連結経常利益 84,305百万円 83,472百万円 31,266百万円

連結当期純利益 43,043百万円 45,450百万円 △13,845百万円

１株当たり連結当期純利益 58.17円 61.44円 △18.72円

１株当たり配当金 20.00円 25.00円 18.75円

 



 4

４．取得株式数または出資持分、取得価額および取得前後の所有株式または出資持分の状況 

 パナソニック電工竜野株式会社 パナソニック電工自動化控制上海 

有限公司 

（１） 異動前の所有株式数 

    または出資持分 
 0 株（所有割合：0％） －        （所有割合：0％） 

（２） 取得株式数 

または取得出資持分  
900,000株 5,400,000米ドル 

（３） 異動後の所有株式数 

または出資持分 
900,000株（所有割合：100％） 5,400,000米ドル（所有割合：90％）

（４） 取得価額 ＰＥＷ竜野の株式の取得にあたって

は、同時に承継したパナソニック電

工のＦＡ機器事業と合わせて、当社

株式21,276千株を割当交付いたしま

す。パナソニック電工からのＦＡ機

器事業承継に係る当社株式の割当交

付においては、ＰＥＷ竜野の取得に

係る価値を含んだうえで交付株式数

を決定しているため、具体的な金額

は記載しておりません。 

ＰＥＷＡＣＳＨの持分の取得にあ

たっては、同時に承継したパナソ

ニック電工のＦＡ機器事業と合わせ

て、当社株式21,276千株を割当交付

いたします。パナソニック電工から

のＦＡ機器事業承継に係る当社株式

の割当交付においては、ＰＥＷＡＣ

ＳＨの取得に係る価値を含んだうえ

で交付株式数を決定しているため、

具体的な金額は記載しておりませ

ん。 

 

５．日 程 

定時株主総会 

（会社分割契約書承認） 
2010年６月中旬（予定） 

会社分割効力発生日 

（株式の取得日） 
2010年10 月１日（予定） 

 

６．今後の見通し 

当社の連結業績に与える影響につきましては、判明し次第開示いたします。 

 

７．支配株主との取引に関する事項 

ＳＵＮＸにとって、本取引は、支配株主との取引等に該当します。ＳＵＮＸが2009年６月22日に開示した

コーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方針

に関する指針」は以下のとおりです。  

 

  当社の取締役の職務執行を監督、監査するため、親会社から、当社の社外取締役(２名)、社外監査役(１名)

として就任していますが、当社の取締役会は９名の取締役で構成されており、独自の経営判断を行うことがで

きる状況にあります。  

上場企業として独立した立場で経営の決定を行い、その決定の客観性を高めるため、親会社出身者以外の社

外監査役(１名)に意見を求めることなどにより、親会社を利する取引、当社ひいては少数株主を害する取引を

防止しております。  

 

 親会社との製品および原材料等の販売・購入等の取引条件については、市場価格に連動した一般的取引と同

様の条件によって、公正かつ適正に行っております。  

  

上記指針に基づき、本取引は親会社からの取締役（３名）は取締役会決議に参加せず、取締役６名で決議を

行っております。 

 

以 上 


