
      

平成２３年６月２７日 

各  位 

                         会 社 名 住友精密工業株式会社 

                         代表者名 代表取締役社長 神永 晉 

                         （コード番号 6355 東証・大証第一部） 

                         問合せ先 総務人事部長 白石 順 

                                    （TEL:06-6482-8811） 

 

当社連結子会社株式の譲渡に関するお知らせ 
 

当社は、平成２３年６月２７日開催の取締役会において、以下のとおり、当社の連結子会社であ

ります SPP Process Technology Systems Limited [英国]（以下、SPTS 社）及び住精プロセステク

ノロジー株式会社の全株式ならびに SPTS 社製品に関連する特定の当社特許を譲渡すること（以下、

本件譲渡）を決議した上で、本日付で、SPTS 社 の現経営陣及び Bridgepoint が出資する買付会社

（Sapphire Bidco Limited）との間で譲渡契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１． 株式の譲渡の理由 

SPTS 社は、当社が平成２１年１０月 Aviza Technology, Inc.の一部事業を買収の上、既存の当

社子会社 Surface Technology Systems plc.（以下、STS 社）と統合一体化する形で、英国に設立し

た会社であり、半導体関連製造用プロセス装置（以下、本事業分野）の開発・製造・販売を行っ

ております。本年２月、SPTS 社の経営陣である William Johnson (President & CEO)、 Kevin 

Crofton (COO)、Richard Rees(CFO)の３名(以下、MBO Team)から、当社が保有する SPTS 社の

全株式につき譲り受けたい旨の申し入れがあり、当社として、当社の置かれた事業環境及び事業

戦略等を踏まえ、これに対して慎重に検討を重ねてまいりました。 

 

SPTS 社は、優秀なグローバル人材と豊富な技術を基盤とし、幅広い製品ラインナップを擁する

企業として、設立以降の関連需要の急速な高まりに応える形で大きく業容を伸ばしてまいりまし

た。そして、今日、欧米をはじめアジア各国の顧客にグローバル・ニッチ・トップ・プレーヤー

として、確固たるポジションを構築するに至っております。 

 

当社は、MBO Team を始めとする今後の SPTS 社の経営層・従業員とも引き続き友好的なビジ

ネス関係が維持されることを前提に、潜在的に振幅が大きい本事業分野におきまして、特に海外

で豊富な知識と経験を有し、的確な判断に基づき資金調達を含め独自に事業を展開して行くこと

が可能と思われる MBO Team 及びそれに連なる投資会社に SPTS 社の経営を委ね、当社での事業

変動リスクを限定することが当社にとって最適であると判断し、本譲渡契約の締結に至りました。

これにより当社としては、本件譲渡を通じて得られる経営資源を、機動的かつ効果的に航空宇宙

関連事業をはじめ熱エネルギー事業や環境事業に集中投入することにより、長期的な経営基盤の

安定強化につなげるとともに、財務体質の改善等にも資することになります。 
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また、日本において当社が営んでまいりました本事業分野に関しましては、今後 SPTS 社と合

弁会社を新たに設立し、一層の安定強化を目指した展開を図ってまいります。なお、当社は、本

件譲渡と併せ、今後の SPTS 社との事業上の協調関係を維持するために、買付会社に対してもそ

の親会社を通じて一定の資本参加を行うこととしております。 

 

他方、SPTS 社においても、当社からの独立によって、市場の多様なニーズに合致したより積極

的かつ迅速な事業展開や設備投資が可能となるものと思われますので、双方にとって経営戦略上

の効果が期待できるものと判断いたしました。 

 

２． 本株式譲渡により異動する子会社の概要 

別紙をご参照下さい。 

 

３． 株式譲渡の相手先の概要 

買付会社（Sapphire Bidco Limited）の概要 

（１）名 称 Sapphire Bidco Limited 

（２）所在地 英国 30 Warwick Street, London W1B 5AL 

（３）代表者の役職・氏名 Christopher Bell/ Director 

（４）事業内容 SPTS 社の持株会社 

（５）株主構成及び持株比率 

（注１）  

MBO Team 及び SPTS 社従業員   約３５％ 

Bridgepoint (注２)          約６０％ 

当社                約 ３％ 

その他               約 ２％ 

（６）当社との関係 

当社と当該会社との間には、上記（５）記載の資本関係を

除き、人的関係、取引関係はございません。また、当該会

社は、当社の関連当事者にも該当いたしません。 

（注１）持株比率は、本件譲渡実行後に予定されている各株主の持株比率になります。 

また、各株主の Sapphire Bidco Limited に対する出資は、Sapphire Bidco Limited の

親会社を通じた間接出資になります。 

（注２）Bridgepoint は、10 億ユーロまでの企業価値を有する会社に投資することに特化した

ヨーロッパのプライベート・エクイティ・ファンドであります。今日までに 110 億ユ

ーロの資金を調達し、魅力のある業界における成長可能性のある優良企業に投資を行っ

ております。Bridgepoint は、様々な業界における専門性を有しており、ロンドンを含

むヨーロッパ全域にオフィスを有しております。詳細については、www.bridgepoint.eu

をご参照下さい。 

 

４． 譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況 

（１） SPTS 社 

①異動前の所有株式数  1,425,000,001 株（所有割合：１００％） 

②譲 渡 株 式 数  1,425,000,001 株 
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（２） 住精プロセステクノロジー株式会社 

①異動前の所有株式数  １００株（所有割合：１００％） 

②譲 渡 株 式 数  １００株 

 

５． 譲渡金額 

156,600,000 米国ドル（約１２５億円） 

 

６． 日 程 

（１） 取 締 役 会 決 議  平成２３年６月２７日（月） 

（２） 譲 渡 契 約 締 結  平成２３年６月２７日（月） 

（３） 譲渡完了予定時期  平成２３年７月末日目途 

（注）海外競争法当局の審査の終了を譲渡完了の条件としております。 

 

７． 今後の見通し 

本件譲渡に関して進展がありました場合には、速やかにお知らせいたします。 

また、本件譲渡による当社業績への影響につきましては、本日、別に開示しております『特別

利益の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ』をご覧願います。 

 

 

以 上
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（別 紙） 

本株式譲渡により異動する子会社の概要 

１．SPTS 社 

（１）名 称 SPP Process Technology Systems Limited 
（２）所在地 英国 Ringland Way, Newport, Gwent, Wales NP18 2TA 
（３）代表者 William Johnson / President & CEO 

（４）事業内容 
子会社を通じた半導体関連製造用プロセス装置（エッチング、成膜装置）

の開発･製造･販売 

（５）資本金 28,500,000 ポンド 
（６）設立年月日 平成２１年１０月１２日 
（７）大株主 当社１００％ 

資本関係 
本 日 現 在 に お い て 、 当 社 は 当 該 会 社 の 株 式

1,425,000,001 株（１００％）を所有しております。 

人的関係 

本日現在において、当社の役員（社長 神永 晉及び常

務取締役 安居栄蔵の２名）ならびに社員（２名）が当

該会社の取締役(Chairman and Directors)に就任してお

ります。 

（８）当社との関係 

取引関係 
当社は半導体関連製造用プロセス装置及びその部品に

関して、SPTS 社と相互に調達及び販売をしております。 

（９）経営成績及び財務成績 
決算期 平成２２年１２月期 平成２１年１２月期 

純資産（百万円） ４，３２２ △１，６４０ 
総資産（百万円） １３，０１９ ９，９０８ 
売上高（百万円） １６，６４１ ４，２３９ 

経常利益（百万円） ４，０２９ △１，０５６ 
当期純利益（百万円） ４，８７５ △２，２５２ 

（注）  経営成績及び財務成績については、会社設立以降の事業年度につき記載しております。ま

た、平成２１年１２月期につきましては、会社設立日が事業年度途中であることから、会

社設立日以前の期間について、統合した STS 社の経営成績及び財務成績を含めた数値を記

載しております。 
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２．住精プロセステクノロジー株式会社 

（１）名 称 住精プロセステクノロジー株式会社 
（２）所在地 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 
（３）代表者 代表取締役社長 荻野 誠一 
（４）事業内容 半導体関連製造用プロセス装置（ｴｯﾁﾝｸﾞ、成膜装置）の販売･サポート 
（５）資本金 10,000,000 円 
（６）設立年月日 平成２１年１０月１日 
（７）大株主 当社１００％ 

資本関係 
本日現在において、当社は当該会社の株式１００株

（１００％）を所有しております。 

人的関係 
本日現在において、当社の社員（１名）が当該会社の

取締役に就任しております。 （８）当社との関係 

取引関係 
当社は住精プロセステクノロジー株式会社より、半導

体関連製造用プロセス装置及びその部品とサービスを

調達しております。 
（９）経営成績及び財務成績 

決算期 平成２２年１２月期 平成２１年１２月期 
純資産（百万円） ６７ ２３ 

総資産（百万円） ４２９ ５４８ 

売上高（百万円） ８１１ ７０ 

経常利益（百万円） ７４ １６ 

当期純利益（百万円） ４３ １３ 

（注） 経営成績及び財務成績については、設立年月日である平成２１年１０月１日以降の数値を記

載しております。 

 

以 上 


