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平成 22 年 11 月 26 日 

各 位 

会社名 シロキ工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 伊地知 舜一郎 

（コード番号 7243 東証、名証 第一部） 

問合せ先 経理部長 楓 力考 

（TEL 0533-84-4691） 

 

株式の売出し、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動の予定並びに 

「その他の関係会社」の異動の予定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 22 年 11 月 26 日付取締役会において、以下のとおり売出しを行うことについて決

議いたしましたのでお知らせいたします。また、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動並

びに「その他の関係会社」の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．株式の売出しについて 

 

１．売出要領 

（１）売出株式数    当社普通株式 11,254,000 株 

 

（２）売出価格     一株当たり 222 円 

売出価格については、当社の直近の市場株価を総合的に勘案し、

当事者間において協議のうえ、決定しております。 

 

参考：株式会社東京証券取引所における当社の平均市場株価及び売出価格との差異は以下の通りです。 

対象期間 株価 

各対象期間の株価に

対する売出価格との

差異の割合 

平成 22 年 11 月 25 日（終値） 233 円 ▲4.7％ 

過去 1か月間（平成 22年 10月 26日から 11月 25日までの終値平均） 222 円   0％ 

過去３か月間（平成 22 年８月 26 日から 11 月 25 日までの終値平均） 223 円 ▲0.5％ 

注：平均株価は円未満四捨五入により算出しております 

 

（３）売出価額の総額  総額 2,498,388,000 円 

 

（４）売出株式の所有者 東京急行電鉄株式会社  

11,254,000 株 

 

（５）売出方法     東京急行電鉄株式会社によるアイシン精機株式会社に対する当社

普通株式の譲渡 

 

（６）申込期日     平成 22 年 11 月 26 日 
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（７）受渡期日     日本の独占禁止法第 10 条第２項で規定する事前届出手続き及び中

国の反独占法第 21 条で規定する手続き完了後 30 日以内で、売出

株式の所有者と買付人との間で別途合意する日 

 

（８）申込株数単位   1,000 株 

 

２．売出しの目的 

今回の売出しは、当社主要株主である東京急行電鉄株式会社の持株比率の見直しを図ることを

目的としており、東京急行電鉄株式会社からアイシン精機株式会社に対する当社株式の譲渡につ

きましては、事前に１．（７）に記載する独占禁止法等の手続きを行う必要があり、これに一定の

期間を要することから、市場外における売出しにより譲渡を行うものであります。 

当社はトヨタ自動車グループに対する販売比率が過半を占めており、同グループとの取引は長

年に渡り安定的に継続されております。アイシン精機株式会社も同グループ向けの販売が主力で

あることから、東京急行電鉄株式会社がアイシン精機株式会社に当社株式を譲渡することにつき

ましては、当社の販売戦略に大きな影響を及ぼすものではないものと認識しております。 

 

Ⅱ．主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動の予定について 

 

１．異動が生じる経緯 

平成 22 年 11 月 26 日付で、当社の主要株主である筆頭株主の東京急行電鉄株式会社よ

り、保有する当社株式の一部をトヨタ自動車株式会社及びアイシン精機株式会社に譲渡

する約定を行った旨の連絡を受けました。当該譲渡の完了により、当社の主要株主及び

主要株主である筆頭株主に異動が生じる予定です。 

 

２．異動する株主の概要 

（１） 主要株主である筆頭株主でなくなるもの 

     名 称：東京急行電鉄株式会社 

     所 在 地：東京都渋谷区南平台町 5番 6号 

     代 表 者：取締役社長 越村 敏昭 

     主な事業内容：鉄軌道事業、不動産事業 

     資 本 金：1,217 億 24 百万円 

 

（２） 新たに筆頭株主となる主要株主 

     名 称：トヨタ自動車株式会社 

     所 在 地：愛知県豊田市トヨタ町 1番地 

     代 表 者：取締役社長 豊田 章男 

     主な事業内容：自動車の生産・販売 

     資 本 金：3,970 億 50 百万円 

 

（３） 新たに主要株主となるもの 

     名 称：アイシン精機株式会社 

     所 在 地：愛知県刈谷市朝日町 2丁目１番地 

     代 表 者：取締役社長 藤森 文雄 

     主な事業内容：自動車部品、住宅設備機器、エネルギー機器、福祉機器の製造・販売 

     資 本 金：450 億 49 百万円 
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３．異動前後における当該株主の議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数（発行

済株式総数）に対する割合 

（１） 東京急行電鉄株式会社 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の

数（発行済株式総

数）に対する割合 

大株主順位 

異動前 

（平成 22 年９月 30 日現在） 

25,422 個 

（25,422,316 株） 

28.91％ 

（28.56％） 
第１位 

異動後 
11,644 個 

（11,644,316 株） 

13.24％ 

（13.08％） 
第２位 

 

（２） トヨタ自動車株式会社 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の

数（発行済株式総

数）に対する割合 

大株主順位 

異動前 

（平成 22 年９月 30 日現在） 

15,067 個 

（15,067,851 株） 

17.13％ 

（16.93％） 
第２位 

異動後 
17,591 個 

（17,591,851 株） 

20.01％ 

（19.77％） 
第１位 

 

（３） アイシン精機株式会社 

 
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の

数（発行済株式総

数）に対する割合 

大株主順位 

異動前 

（平成 22 年９月 30 日現在） 

0 個 

（0株） 

0％ 

（0％） 
― 

異動後 
11,254 個 

（11,254,000 株） 

12.80％ 

（12.64％） 
第３位 

 

注１：各表における異動後の「総株主の議決権の数（発行済株式総数）に対する割合」及び「大株主順位」

欄は、平成 22 年９月 30 日現在の株主名簿を基準として推定しております。 

注２：議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数   1,070,624 株 

   平成 22 年９月 30 日現在の発行済株式総数           89,003,624 株 

 

４．異動予定年月日 

日本の独占禁止法第 10 条第 2 項で規定する事前届出手続き及び中国の反独占法第 21 条で規定

する手続き完了後 30 日以内で、東京急行電鉄株式会社とアイシン精機株式会社、東京急行電鉄株

式会社とトヨタ自動車株式会社との間でそれぞれ別途合意する日 

 

Ⅲ．その他の関係会社の異動の予定について 

 

１. 異動が生じる経緯 

「Ⅱ．主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動の予定について」に記載する当社

株式の譲渡の完了により、当社の「その他の関係会社」に異動が生じる予定です。 
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２. 「その他の関係会社」でなくなる株主の概要 

     （平成 22 年９月 30 日現在） 

(1)名称 東京急行電鉄株式会社 

(2)所在地 東京都渋谷区南平台町 5番 6号 

(3)代表者の役職・氏名 取締役社長 越村 敏昭 

(4)主な事業内容 鉄軌道事業、不動産事業 

(5)資本金 121,724 百万円 

(6)設立年月日 1922 年 9 月 2 日 

(7)連結純資産 400,612 百万円 

(8)連結総資産 1,960,368 百万円 

(9)大株主及び持株比率 第一生命保険株式会社 6.13％ 

日本生命保険相互会社 5.85％ 

資本関係
当社発行済株式総数の 28.56％を所有しておりま

す。 

人的関係
取締役会長及び取締役副社長が当社の取締役を、

常勤監査役が当社の監査役を兼任しております。

(10)上場会社と当該株主と

の関係 

取引関係

当社と当該株主との間には記載すべき取引関係は

ありません。また、当社の関係者及び関係会社と

当該株主の関係者及び関係会社の間には、特筆す

べき取引関係はありません。 

 

  ３． 異動前後における東京急行電鉄株式会社の所有する議決権の数及び所有割合 

議決権の数（議決権所有割合） 
 属性 

直接保有分 合算対象分 合 計 

異動前 その他の関係会社
25,422 個 

（28.91％） 

0 個 

（0％） 

25,422 個 

（28.91％） 

異動後 － 
11,644 個 

（13.24％） 

0 個 

（0％） 

11,644 個 

（13.24％） 

（平成 22 年９月 30 日現在） 

 

４. 新たに「その他の関係会社」となる株主の概要 

（平成 22 年９月 30 日現在） 

(1)名称 トヨタ自動車株式会社 

(2)所在地 愛知県豊田市トヨタ町 1番地 

(3)代表者の役職・氏名 取締役社長 豊田 章男 

(4)主な事業内容 自動車の生産・販売 

(5)資本金 397,050 百万円 

(6)設立年月日 1937 年 8 月 28 日 

(7)連結純資産 10,789,097 百万円 

(8)連結総資産 29,437,782 百万円 

(9)大株主及び持株比率 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 10.50％ 

株式会社豊田自動織機                      5.84％ 
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資本関係
当社発行済株式総数の 16.93％を所有しておりま

す。 

人的関係
常務役員 1 名が当社の監査役を兼任しておりま

す。 

(10)上場会社と当該株主と

の関係 

取引関係

当該株主及び当該株主の関係会社は、当社及び当

社の関係会社が製造する自動車部品の主要販売先

であります。 

 

  ５． 異動前後におけるトヨタ自動車株式会社の所有する議決権の数及び所有割合 

議決権の数（議決権所有割合） 

 属性 
直接保有分 合算対象分 合 計 

異動前 － 
15,067 個 

（17.13％） 

0 個 

（0％） 

15,067 個 

（17.13％） 

異動後 その他の関係会社
17,591 個 

（20.01％） 

0 個 

（0％） 

17,591 個 

（20.01％） 

（平成 22 年９月 30 日現在） 

 

Ⅳ．今後の見通し及び開示について 

 

 今回の主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動の予定等による当社業績等への影響はござ

いません。 

なお、「Ⅱ．主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動の予定について」に記載する当社株式

の譲渡の完了により、「Ⅱ．主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動の予定について」及び「Ⅲ．

その他の関係会社の異動の予定について」に関して異動日が確定したときは、速やかに開示する

予定です。 

 

以 上 


