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平成 26 年 11 月 14 日 

各    位 

会 社 名 黒田精工株式会社 

代表者名 取締役社長 黒田 浩史 

（コード番号 7726 東証第２部） 

問合せ先 経理部長 荻窪 康裕 

（TEL 044-555-3800） 

 

 

株式の売出しに関するお知らせ 
 

当社は、当社のその他の関係会社であるパーカーハネフィンコーポレーション（以下「ＰＨＣ社」とい

います。）より、ＰＨＣ社のグループ傘下であるパーカーハネフィンマニュファクチュアリングユーケー

リミテッド（以下「ＰＨＭ社」といいます。）が保有する当社普通株式の一部を、ファナック株式会社、

株式会社ミツトヨ及び Euro Group S.p.A.に対し、相対取引にて譲渡する旨報告を受け、株式の売出し（以

下「本売出し」といいます。）を行うこととなりましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．売出しの目的 

当社は、平成 11 年５月に、ＰＨＣ社とＦＡ機器を中心とした包括的業務提携契約を締結しておりま

す。同契約に基づいて、ＰＨＣ社グループ傘下のＰＨＭ社が平成 11 年７月 23 日付で当社普通株式

9,400,000 株（本日現在の当社発行済株式総数 28,100,000 株に対する割合（以下「保有割合」といい

ます。）33.45％（小数点以下第三位を四捨五入。保有割合を含む割合の計算において、以下同じとしま

す。））を保有し、ＰＨＭ社は当社のその他の関係会社となりました。さらに、当社は①平成 15 年 10 月

に、空気圧機器事業を分離して、新たに設立したクロダニューマティクス社（以下「ＫＰＬ社」といい

ます。）に同事業を譲渡し、②平成 18 年３月に、当社が保有するＫＰＬ社株式 70％をＰＨＣ社グルー

プ傘下のパーカーハネフィンインターナショナルコーポレションに譲渡したため、同事業はＰＨＣ社グ

ループの主導の下で事業運営が行われることとなりました。その後、③平成 24年 12 月には、事業移管

が円滑に完了したとの判断に基づいて当社が保有するＫＰＬ社株式 30％をＰＨＣ社グループに譲渡し

たことなどにより、ＰＨＣ社との提携は新たな段階に入りました。 

当社は、中長期的な経営戦略として、医療・検査分析・バイオテクノロジーなどライフサイエンス分

野向け駆動システム商品、さらなる高効率化を目指した精密積層プレス金型システム、それらによって

生み出されるハイブリッド車・電気自動車向けを始めとした高効率モーター用・スマートフォンの振動

モーター用・各種電子部品用のコア部品、今後、量産が期待される次世代大口径φ450mm シリコンウェ

ハー平坦度測定装置、シェールガス・オイル掘削用鋼管ねじゲージ、各種高付加価値研削加工装置およ

び要素機器等、当社の強みとも言える加工から計測までのソリューションの一括提供により、将来に向

けた戦略商品の開発と新市場の開拓に積極的に取り組んでおります。また、海外展開にも引き続き積極

的に取り組み、今後は先進国に加え、新興市場においても低炭素社会実現の為の環境対応や高精度なも

のづくりのニーズが加速することが見込まれることから、海外における生産・販売網を一層強化してい

く方針です。 

当社は、空気圧機器事業のＰＨＣ社への全面的譲渡が完了したことや、上記の当社の今後の展開等を

背景として、ＰＨＣ社との資本関係の見直しについて両社で協議を行うこととし、協議の結果、ＰＨＭ

社が保有している当社普通株式 9,400,000 株（33.45％）の一部 2,284,000 株（保有割合 8.13％）を、

長年の友好的関係から相互取引の更なる発展と安定株主確保の観点からファナック株式会社及び株式
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会社ミツトヨに、また今後成長が見込まれる高効率モータコア分野でのグローバル展開のための戦略パ

ートナーとして海外に製造・販売網を有する Euro Group S.p.A.に譲渡するに至ったものです。 

当社は、ＰＨＣ社から、本売出しについて、当社の取引先であるファナック株式会社及び株式会社ミ

ツトヨに各々931,000 株（保有割合 3.31％）、510,000 株（保有割合 1.81％）、また、平成 26 年１月 31

日に業務提携した Euro Group S.p.A.に 843,000 株（保有割合 3.00％）の合計 2,284,000 株（保有割合

8.13％）の当社普通株式を譲渡する予定である旨の連絡を受けています。また、当社は、ＰＨＣ社より

ファナック株式会社、株式会社ミツトヨ及び Euro Group S.p.A.との間で、平成 26 年 11 月 17 日付で譲

渡契約を締結する予定である旨の連絡を受けております。なお、ファナック株式会社及び株式会社ミツ

トヨについては、平成 26 年 11 月 19 日までに、Euro Group S.p.A.については、平成 27年 1 月 30 日ま

でに株式譲渡を完了させる予定である旨の連絡も受けています。 

 

２．売出しの内容 
（１）本売出しの概要 
① 売出株式の 

種類及び数 
当社普通株式 2,284,000 株 

② 売出価格 １株当たり 196 円 

上記の売出価格については、ＰＨＭ社と当事者間にて過去の市場価格を参

考にしている旨の連絡を受けています。 

③ 売出価額の総額 総額 447,664,000 円 

④ 売出株式の所有者及

び売出株式数 
ＰＨＭ社   2,284,000 株 

⑤ 売出方法 以下の 3社に対する売出し 

・ファナック株式会社 931,000 株 

・株式会社ミツトヨ  510,000 株 

・Euro Group S.p.A  843,000 株 

⑥ 申込期間 平成 26 年 11 月 17 日 

⑦ 受渡期間 平成 26 年 11 月 17 日～平成 27 年 1月 30 日 

⑧ 申込証拠金 該当事項はありません。 

⑨ その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出して

おります。 

 
（２）本売出しにより株式を取得する会社の概要 
名称 ファナック株式会社 

所在地 山梨県忍野村 

代表者 稲葉 善治 

事業内容 工作機械の製造・販売 

資本金 69,014 百万円（平成 26 年 3 月 31 日現在） 

設立年月日 昭和 47 年 5月 12 日 

資本関係 当社株式 53,000 株を保有しております。（平成 26 年 9 月

30 日現在） 

人的関係 当社の代表取締役社長が当該会社と設立した合弁会社の

非常勤取締役に就任しております。 
当社と当該株主の関係 

取引関係 当社と当該会社との間には、営業上の取引関係がありま

す。 
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名称 株式会社ミツトヨ 

所在地 川崎市高津区坂戸 1-20-1 

代表者 中川 徹 

事業内容 精密測定機器の製造・販売 

資本金 391 百万円（平成 25 年 12 月 31 日現在） 

設立年月日 昭和 9年 10 月 22 日 

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。 
当社と当該株主の関係 

取引関係 当社と当該会社との間には、営業上の取引関係がありま

す。 

 
名称 Euro Group S.p.A. 

所在地 イタリア ミラノ市 

代表者 セルジオ・イオリ（Sergio Iori） 

事業内容 モーター、発電機用ラミネーション製品、金型の製造・販売 

設立年月日 昭和 42 年 

資本関係 当社は当該会社と米国に合弁会社を設立し、10%の出資と

貸付を行っております。 

人的関係 該当事項はありません。 当社と当該株主の関係 

取引関係 当社と当該会社との間には、営業上の取引関係がありま

す。 

※ユーログループの財務状況は非公開会社のためオープンにされておりません。 
 

３．今後について 

ＰＨＣ社は世界 48 カ国に約 300 の生産拠点をもつモーション･コントロール・テクノロジーの分野で

多角経営を行う企業です。多種多様にわたる業務用、工業用及び航空機器の市場を対象にシステム化さ

れた精密エンジニアリング・ソリューションを提供しています。ＰＨＣ社グループの製品は、動作コン

トロールを必要とするあらゆる装置にとって不可欠であり、原材料や耐久資材の製造・加工からインフ

ラ整備に欠くことのできない重機や各種輸送機器に至るまで、あらゆる産業をカバーしております。当

社といたしましては、中長期的な経営戦略に掲げるとおり、海外展開を引き続き積極的に取り組む所存

であり、そのためにはＰＨＣ社グループとの良好な関係は重要であると認識しております。本売出しの

実施により、ＰＨＭ社が保有する当社普通株式数は 7,116,000 株（保有割合 25.32％）となりますが、

当社は今後もＰＨＣ社グループと良好な関係を維持するとともに、平成 11 年５月に締結した包括業務
提携契約及びその付属契約（その後の変更、修正を含む。）に基づいて、駆動システム事業を中心に関

係を継続強化する考えです。 

  
以 上 


