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2019年１月 17 日 

各 位 

会 社 名 株式会社ジーンテクノサイエンス 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 谷    匡 治 

 （コード番号 4584 東証マザーズ） 

問 合 せ 先 
執 行 役 員 

栄   靖 雄 
経 営 管 理 本 部 長 

 （TEL.011-876-9571） 

 

親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 

 

2019 年４月１日付で当社の親会社及びその他の関係会社に異動が生じる見込みとなりま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 異動に至った経緯 

当社及び株式会社セルテクノロジー（以下、「セルテクノロジー」といいます。）は、本

日開催の両社取締役会において、2019 年４月１日を効力発生日として、当社を株式交換完

全親会社、セルテクノロジーを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」

といいます。）を実施することを決議し、株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といい

ます。）を締結いたしました。 

当社の親会社であるノーリツ鋼機株式会社（以下、「ノーリツ鋼機」といいます。）及び

ノーリツ鋼機バイオホールディングス合同会社（以下、「ノーリツ鋼機バイオ HD」といいま

す。）は、当社に対する議決権比率が過半数を下回るものの、実質的な支配基準により継続

して親会社としておりましたが、本株式交換の効力が発生した場合には、ノーリツ鋼機及

びノーリツ鋼機バイオ HDは、当社の親会社でなくなるとともに、新たにその他の関係会社

となります。 

本株式交換に関する詳細は、当社が本日付で発表した「株式交換による株式会社セルテ

クノロジーの完全子会社化に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２． 異動する会社の概要 

(１) 名称 ノーリツ鋼機株式会社 

(２) 所在地 東京都港区麻布十番一丁目 10番 10号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 CEO 岩切 隆吉 

(４) 事業内容 ものづくり事業、ヘルスケア事業、創薬事業、シニア・ライ

フ事業及びアグリ・フード事業 

(５) 資本金 7,025百万円（2018年９月 30日現在） 

(６) 設立年月日 1981年 11月 16日 

(７) 連結純資産 75,217百万円（2018年９月 30日現在） 

(８) 連結総資産 143,314百万円（2018年９月 30日現在） 

(９) 大株主及び持株比率 

（2018年９月 30日現在） 

株式会社サンクプランニング 42.17％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

（信託口） 

10.98％ 

西本 佳代 6.74％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 

（信託口） 

3.50％ 

ザ バンク オブ ニューヨーク 133524 

（常任代理人 株式会社みずほ銀行 

決済営業部） 

3.29％ 

資産管理サービス信託銀行株式会社 

（証券投資信託口） 

2.78％ 

ザ バンク オブ ニューヨーク 133652 

（常任代理人 株式会社みずほ銀行 

決済営業部） 

1.98％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

（信託口９） 

1.68％ 

株式会社三井住友銀行 1.51％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

（信託口５） 

0.98％ 

(10) 上場会社と当該株主 

との関係 資本関係 

ノーリツ鋼機バイオ HDを通じて、当社の

普通株式 9,471,832株（所有割合（注）

47.96％）を間接的に所有しております。 

人的関係 ノーリツ鋼機の子会社である株式会社日

本再生医療の代表取締役である野口亮は

当社の取締役を兼務しております。 
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取引関係 該当事項はありません。 

（注）「所有割合」は、当社が 2018 年 11 月７日に提出した第 19 期第２四半期有価証券報

告書（以下「当社第２四半期報告書」といいます。）に記載された 2018 年９月 30 日

現在の発行済株式総数（19,437,046 株）に、新株予約権の行使により 2018 年 12 月

31日までに新規発行した株式数（312,200株）を加えた株式数（19,749,246株）に対

する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の記載

について同じとします。 

 

(１) 名称 ノーリツ鋼機バイオホールディングス合同会社 

(２) 所在地 東京都港区麻布十番一丁目 10番 10号 

(３) 代表者の役職・氏名 代表社員 ノーリツ鋼機株式会社 職務執行者 深見 雄

太 

(４) 事業内容 資産の取得、所有及び売買 

(５) 資本金 1百万円（2018年９月 30日現在） 

(６) 設立年月日 2016年３月 15日 

(７) 純資産 7,463百万円（2018年９月 30日現在） 

(８) 総資産 7,639百万円（2018年９月 30日現在） 

(９) 大株主及び持株比率 ノーリツ鋼機株式会社 100.00％ 

(10) 上場会社と当該株主 

との関係 
資本関係 

当社株式 9,471,832株（所有割合 47.96％）

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 該当事項はありません。 

 

３． 異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合 

（１）ノーリツ鋼機 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

大株主順位 
直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 親会社 － 

94,718個 

9,471,832株 

（47.97％） 

94,718個 

9,471,832 株 

（47.97％） 

－ 

異動後 
その他の 

関係会社 
－ 

94,718個 

9,471,832株 

（35.08％） 

94,718個 

9,471,832 株

（35.08％） 

－ 

 

（２）ノーリツ鋼機バイオ HD 
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 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

大株主順位 
直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 親会社 

94,718個 

9,471,832株 

（47.97％） 

－ 

94,718個 

9,471,832 株 

（47.97％） 

第１位 

異動後 
その他の 

関係会社 

94,718個 

9,471,832株

（35.08％） 

－ 

94,718個 

9,471,832 株

（35.08％） 

第１位 

（注１）異動前の「議決権所有割合」は、当社第２四半期報告書に記載された 2018年９月

30 日現在の発行済株式総数（19,437,046 株）に、新株予約権の行使により 2018

年 12月 31日までに新規発行した株式数（312,200株）を加えた株式数（19,749,246

株）に係る議決権数（197,469個）を分母として計算しております。 

（注２）異動後の「議決権所有割合」は、当社第２四半期報告書に記載された 2018年９月

30 日現在の発行済株式総数（19,437,046 株）に、新株予約権の行使により 2018

年 12月 31日までに新規発行した株式数（312,200株）及び本株式交換により新規

発行する予定である株式数（7,250,740 株）を加えた株式数（26,999,986 株）に

係る議決権数（269,974個）を分母として計算しております。 

（注３）「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

（注４） 異動後の大株主順位は、2018年９月 30日現在の株主名簿を基準に推定しておりま

す。 

 

４． 異動予定年月日 

2019年４月１日（本株式交換の効力発生日） 

 

５． 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等  

該当はありません。 

 

６． 今後の見通し 

上記のとおり、本株式交換の効力発生により、当社の親会社及びその他の関係会社が異

動することになります。なお、当期以降の業績に与える影響等につきましては、現時点で

は確定しておりません。今後、公表すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたし

ます。 

 

以上 


