
平成１７年１２月２２日 

各 位 

会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社 

代表者名 取締役社長 中島礼二 

（コード番号６１０４ 東証第１部） 

問合せ先 総務部長 綿屋 慎介 

（ＴＥＬ．０５５－９２６－５１３８） 

株式交換による株式会社不二精機製造所の完全子会社化に関するお知らせ 

平成１７年１２月２２日開催の当社取締役会において、当社は平成１８年４月１日を期して、株式交換 

により株式会社不二精機製造所を完全子会社化と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．株式交換による完全子会社化の目的 

当社と株式会社不二精機製造所との事業体制を再構築し、一体運営を推進することにより、当社グ 

ループ経営力の一層の強化を図っていくためであります。 

２．株式交換の条件等 

（１）株式交換の日程 

平成１７年１２月２２日 株式交換契約書承認取締役会 

平成１７年１２月２２日 株式交換契約書の締結 

平成１８年 １月３１日（予定） 株式交換契約書承認株主総会（株式会社不二精機製造所） 

平成１８年 ４月 １日（予定） 株式交換期日 

（簡易株式交換の要件（商法第３５８条第１項）を満たしているため、当社における株主総会は省 

略しております。） 

（２）株式交換比率 

東芝機械株式会社 

（完全親会社） 

株式会社不二精機製造所 

（完全子会社） 

株式交換比率 １ ０．１４



（注）１．株式の割当比率 

株式会社不二精機製造所の普通株式１株に対して、東芝機械株式会社の普通株式 

０．１４株を割当て交付いたします。 

２．株式交換比率の算定根拠 

東芝機械株式会社と株式会社不二精機製造所は、第一コンサルティング株式会社お 

よび山本経営会計事務所を第三者機関として選定して両社の株式交換比率の算定を依 

頼し、その結果を参考に両社協議の結果、上記のとおり合意いたしました。 

３．第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠 

第一コンサルティング株式会社および山本経営会計事務所は、東芝機械株式会社に 

ついては市場株価方式により、株式会社不二精機製造所については時価純資産方式お 

よび類似業種比準方式により分析を行ない、その結果を総合的に勘案して株式交換比 

率を算定いたしました。 

４．株式交換により発行する新株式数 

普通株式 ０ 株 

（３）株式交換により割当交付する株式数 

株式交換に際して東芝機械株式会社は、新株の発行に代えて自己株式２３７，６９７株を割当 

てます。 

（４）株式交換交付金 

株式交換交付金の支払はありません。



３．株式交換の当事会社の概要 （平成１７年９月３０日現在） 

（１）商号 東芝機械株式会社 

（完全親会社） 

株式会社不二精機製造所 

（完全子会社） 

（２）事業内容 1. 工作機械、繊維機械、製紙機械、 

印刷機械、産業機械、電気機械、 

電子機器、半導体製造装置、油圧 

機器、金型、食品関連機械、公害 

防止装置及びその部分品の製造な 

らびに販売 

2. 鋳物の製造及び販売 

3. 機械器具設置工事 

4. 濃度、騒音レベル等の計量証明、 

建築物の環境測定及び作業環境測 

定の事業 

5. プラスチック、金属、鉱物、化学 

薬品、石灰製品等の測定及び分析 

6. 建物、構築物等の保全、建設及び 

修理 

7. 廃棄物の収集及び運搬 

8. 医療用具の製造及び販売 

9. 前各号に付帯関連する事業 

1. 工作機械、表面処理用機械装置、洗 

浄装置、半導体製造装置、破砕機及 

び圧縮・結束機の製造ならびに販売 

2. 機械器具設置工事 

3. 清掃施設工事 

4. 建築工事 

5. 前各号に付帯関連する一切の事業 

（３）設立年月日 昭和２４年３月１８日 昭和１６年４月１７日 

（４）本店所在地 東京都中央区銀座四丁目２番１１号 静岡県駿東郡長泉町下土狩８４０番地 

（５）代表者 取締役社長 中島 礼二 取締役社長 多々良 正行 

（６）資本金 12,484 百万円 390 百万円 

（７）発行済株式総数 166,885,530 株 5,730,000 株 

（８）株主資本 48,824 百万円 645 百万円 

（９）総資産 123,288 百万円 2,621 百万円 

（10）決算期 ３月３１日 ３月３１日 

（11）従業員数 1,569 名 103 名 

（12）主要販売先 各種製造会社 東芝機械株式会社ほか 

（13）大株主及び 

持株比率 

（平成 17 年 9 月 30 日現在） 

１．株式会社東芝 33.4% 

２．日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託 8.2% 

銀行株式会社(信託口) 

３．日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 4.9% 

株式会社(信託口) 

４．ｻﾞ ﾁｪｰｽ ﾏﾝﾊｯﾀﾝ ﾊﾞﾝｸ ｴﾇｴｲ ﾛﾝﾄﾞﾝ 

ｴｽ ｴﾙ ｵﾑﾆﾊﾞｽ ｱｶｳﾝﾄ 1.9% 

１．東芝機械株式会社 69.5% 

２．株式会社静岡銀行 5.0% 

３．日本生命保険相互会社 4.8% 

４．小林重治 3.9% 

５．岩谷産業株式会社 3.2%



５．ﾋﾞｰﾋﾞｰｴｲﾁ ﾙｸｽ ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ ﾌｧﾝｽﾞ 

ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾌｧﾝﾄﾞ 1.8% 

（14）主要取引銀行 株式会社三井住友銀行 

株式会社静岡銀行 

中央三井信託銀行株式会社 

株式会社静岡銀行 

商工組合中央金庫 

資本関係 
当社は、株式会社不二精機製造所の発行済株式の 69.5%を所有し 

ている。 （注） 

人的関係 
当社従業員１名が株式会社不二精機製造所役員を兼務してい 

る。 

（15）当事会社の 

関係 

取引関係 
株式会社不二精機製造所は、当社向けに成形機等の一部製造受 

託をしている（売上高の約 10%）。 

（注）当社は、平成 17年 12 月 15 日に株式会社不二精機製造所の株式 50,000 株を追加取得したため、 

平成 17年 12 月 15 日現在、株式会社不二精機製造所の発行済株式の 70.4%を所有しております。 

（16）最近３決算期間の業績 （単位：百万円） 

東芝機械株式会社 

（完全親会社） 

株式会社不二精機製造所 

（完全子会社） 

決 算 期 
平成１５年 

３月期 

平成１６年 

３月期 

平成１７年 

３月期 

平成１５年 

３月期 

平成１６年 

３月期 

平成１７年 

３月期 

売 上 高 62,824 63,190 73,968 2,406 3,371 3,784 

営 業 利 益 1,863 3,535 6,246 57 239 283 

経 常 利 益 843 3,065 6,042 24 192 250 

当 期 純 利 益 811 5,884 4,730 22 157 210 

１株当たり当期純利益（円） 4.87 35.12 28.28 3.93 27.45 36.78 

１株当たり配当金(円) 3 4 7 0 0 2 

１株当たり株主資本(円) 211.51 251.44 275.69 35.78 63.55 100.62 

４．株式交換後の状況 

（１）商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金 

当事会社それぞれについて、「３．株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更の予定 

はありません。 

（２）業績に与える影響 

株式会社不二精機製造所は、現在当社の連結子会社であり、本株式交換に伴う完全子会社化に 

よる当社の連結業績への影響は軽微であります。 

以 上


