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１【提出理由】 

 当社は、平成24年９月27日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、ニッポ電機株式会社（以

下「ニッポ電機」といいます。）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。）を行

うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容

等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。 

 

２【報告内容】 

(1）本株式交換の相手会社について 

① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容 

商号 ニッポ電機株式会社 

本店所在地 神奈川県平塚市宮松町15番23号 

代表者の氏名 代表取締役社長  飯尾 守 

資本金の額 527百万円 

純資産の額 
（単体）3,794百万円（平成24年３月31日現在） 
（連結）4,145百万円（平成24年３月31日現在） 

総資産の額 
（単体）8,032百万円（平成24年３月31日現在） 
（連結）8,938百万円（平成24年３月31日現在） 

事業の内容 各種照明器具および附属製品の製造販売、照明その他電気工事の請負および設計管理 

 

② 近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 

（連結） 

事業年度 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

売上高（百万円） 7,703 9,523 8,690

営業利益（百万円） 9 467 223

経常利益（百万円） 31 428 205

当期純利益（百万円） △84 257 98

（単体） 

事業年度 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

売上高（百万円） 6,656 7,500 6,910

営業利益（百万円） △3 182 138

経常利益（百万円） 7 196 152

当期純利益（百万円） 146 100 60

 

③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（平成24年３月31日現在） 

大株主の名称 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 

大日本塗料株式会社 67.09％ 

ニッポ電機従業員持株会 2.87％ 

ダイア蛍光株式会社 0.84％ 

大阪証券金融株式会社 0.63％ 

和田 昌彦 0.62％ 
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④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 

資本関係 
当社は、提出日現在、ニッポ電機の発行済株式総数の67.93％に相当する4,050,500株
（間接保有分50,500株を含む）を保有しています。 

人的関係 当社の常勤監査役２名が、ニッポ電機の非常勤監査役を兼務しています。 

取引関係 
当社とニッポ電機の間には、記載すべき取引関係はありません。なお、ニッポ電機は大
日本塗料の子会社から製品を仕入れています。 

 

(2）本株式交換の目的 

 当社は、昭和４年に防錆材の製造を目的として、日本電池株式会社（現 株式会社ジーエス・ユアサコーポ

レーション）から分離・独立し、島津、三菱、大倉の出資により設立されました。その後、昭和21年９月に神奈

川県平塚市に放電灯工場を建設し照明事業に参入する等、「国家社会の繁栄に奉仕し得る将来性ある企業足るべ

し」という創業精神に則り、塗料製造を軸として国内外において周辺分野も含めた事業領域の拡大を図ってまい

りました。 

 当社グループでは平成23年度からの３ヵ年新中期経営計画を策定し、２年目に当たる今年度以降の中期展望と

いたしましては、以下のものを掲げております。 

１．国内塗料事業における、特色ある商品の拡販と現状のコスト体質の引き締め管理による高付加価値化 

２．グループ内の人員と経営資源のシフト、既存拠点別戦略の確立・展開と新拠点進出検討による海外事業の拡

大 

３．新分野・新需要へのアプローチと既存技術の応用展開による新たな収益源となりうる事業の育成 

４．関係会社を含めた組織改革によるビジネス構造再編、 適化 

 中期展望を志向しうるために、新たな商品開発・拡販体制の整備、関係会社も含めた事業拠点・流通構造再編

による抜本的な構造改革の推進等の諸課題の解決を通じて、長期的に継続して社会に貢献し、持続的成長力を持

つ企業を目指し、グループ一丸となって取り組んでいます。 

 一方、ニッポ電機は、当社平塚工場を承継する形で、昭和52年に当社より分離・独立いたしました。蛍光ラン

プの製造・販売を主たる事業として複数の子会社も含めた企業グループを形成、平成18年にはＪＡＳＤＡＱ市場

に上場する等着実な歩みを進め、現在は、蛍光ランプ、紫外線殺菌ランプ、安定器、ＬＥＤ電源、照明器具（蛍

光灯及びＬＥＤ）の製造・販売を手がけております。 

 電力供給量不足への懸念から節電対策の一環として主要顧客である百貨店や商業施設等における既存照明から

ＬＥＤ照明への切り替え需要が相応に見込める中、ニッポ電機から上市した商品が軒並みマーケットから高い評

価を受けたこともあり、足元ではこうした商品群の拡販に積極的に取り組んでいますが、異業種からの新規参入

企業も含めたメーカー間の競争は激化してきており、既存照明からＬＥＤ照明へのシフトに対応するための国内

生産拠点再編成や価格対応力強化のための海外委託生産体制の検討等の喫緊の課題も抱えています。 

 このような状況下、当社とニッポ電機は、更なる競争激化が見込まれる照明機器市場においてもニッポ電機が

一層の飛躍を遂げ、両社の企業価値の向上を図るためには、ニッポ電機と照明機器事業を営む他のグループ会社

との間の生産に係る協力体制の強化、顧客紹介を含めた販売に係る協力体制の強化、人材や技術の交流を通じた

開発に係る協力体制の強化、並びに当社グループにおける照明機器事業を全体として見た上での経営効率改善が

必須であり、そのために当社がニッポ電機を完全子会社化することによって両社の関係強化を図るとともに、

ニッポ電機における迅速かつ柔軟な意思決定を可能とする体制を構築し、当社グループにおける照明機器事業を

全体として見た上での生産拠点の統廃合や人材の有効活用を含めた効果的かつ効率的な経営資源の配分を行って

いくことが必要不可欠であると判断いたしました。 

 なお、今後も当社グループでは、グループ全体の企業価値の向上に向け、必要な組織改革等を検討してまいり

ます。 
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(3）本株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容 

① 本株式交換の方法 

 当社を完全親会社、ニッポ電機を完全子会社とする株式交換になります。本株式交換は、当社については会

社法第796条第３項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を得ずに、ニッポ電機につい

ては平成24年11月下旬開催予定の臨時株主総会において承認を受けた上で、平成24年12月20日を効力発生日と

する予定です。 

 

② 本株式交換にかかる割当ての内容 

 当社は、会社法第768条第１項第２号の規定に基づき、本株式交換契約に従い、本株式交換により当社が

ニッポ電機の発行済株式（ただし、当社が保有するニッポ電機の株式を除きます。以下同じ。）の全部を取得

する時点の直前時のニッポ電機の株主（ただし、当社を除きます。）に対し、その保有するニッポ電機の普通

株式１株につき574円の割合で金銭を交付する予定です。なお、ニッポ電機は、効力発生日の前日までに開催

する取締役会の決議により、本株式交換により当社がニッポ電機の発行済株式の全部を取得する時点の直前時

において保有する自己株式（本株式交換に際してニッポ電機の株主により株式買取請求権が行使された場合に、

その結果としてニッポ電機が取得する自己株式を含みます。）を消却する予定です。 

 

③ その他の株式交換契約の内容 

 当社がニッポ電機との間で平成24年９月27日に締結した株式交換契約書の内容は次のとおりです。 

 

株式交換契約書 

 

 大日本塗料株式会社（住所：大阪市此花区西九条六丁目１番124号。以下「甲」という。）及びニッポ電機株式会

社（住所：神奈川県平塚市宮松町15番23号。以下「乙」という。）は、次のとおり株式交換契約（以下「本契約」と

いう。）を締結する。 

 

第１条 （株式交換） 

 甲及び乙は、甲を乙の完全親会社とし、乙を甲の完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行

う。 

 

第２条 （本株式交換に際して交付する金銭の額及びその割当て） 

１．甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式（甲が所有する乙の株式を除く。）の全部

を取得する時点の直前時（以下「基準時」という。）の乙の株主名簿に記載された乙の株主（甲を除く。）が所

有する乙の普通株式の合計数に574円を乗じて得られる金額の金銭を交付する。 

２．甲は、本株式交換に際して、基準時の乙の株主名簿に記載された乙の株主（甲を除く。）に対し、その所有す

る乙の普通株式１株につき、574円を交付する。 

 

第３条 （乙の自己株式の取扱い） 

 乙は、本契約につき第５条に定める乙の株主総会の承認が得られた場合には、基準時までに、乙が所有している自

己株式の全部を消却する。 

 

第４条 （効力発生日） 

 本株式交換がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、平成24年12月20日とする。但し、本株式交

換の手続進行上の必要性その他の事由により必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更することができる。 

 

第５条 （株主総会） 

１．甲は、会社法第796条第３項の規定により、本契約につき会社法第795条第１項に定める株主総会の承認を受け

ることなく本株式交換を行う。ただし、会社法第796条第４項及び会社法施行規則第197条の規定により本株式交

換に関して甲の株主総会の決議による承認が必要となった場合には、甲は、効力発生日の前日までに、株主総会

において本契約の承認及び本株式交換に必要なその他の事項に関する決議を求めるものとする。 
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２．乙は、平成24年11月下旬に株主総会を開催し、本契約の承認及び本株式交換に必要なその他の事項に関する決

議を求めるものとする。 

３．前２項に定める手続の日程等について、本株式交換の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、

甲乙協議の上、これを変更することができる。 

 

第６条 （会社財産の管理等） 

 甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意をもってそれぞれの業務の執行及

び財産の管理、運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議の上、

これを行う。 

 

第７条 （本株式交換の条件の変更及び本契約の解除） 

 本契約締結日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の財産若しくは経

営状態に重要な変動が生じた場合、本株式交換の実行に重大な支障となる事態が発生した場合等、本契約の目的の達

成が困難となった場合には、甲乙協議の上、本株式交換の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除する

ことができる。 

 

第８条 （本契約の効力） 

 本契約は、次のいずれかに掲げる場合には、その効力を失う。 

１．甲について、第５条第１項但書に規定する場合において、効力発生日の前日までに甲の株主総会において本契

約の承認及び本株式交換に必要な事項に関する決議が得られないとき。 

２．乙について、第５条第２項に定める乙の株主総会において本契約の承認及び本株式交換に必要な事項に関する

決議が得られないとき。 

３．本株式交換に必要となる法令に定める関係官庁等の承認が得られないとき。 

４．前条の規定により本契約が解除されたとき。 

 

第９条 （協議事項） 

 本契約に定める事項のほか、本株式交換に必要な事項は、本契約の趣旨に則り、甲乙協議の上、これを定める。 

 

 本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成24年９月27日 

 

 甲：大阪市此花区西九条六丁目１番124号

 大日本塗料株式会社 

 取締役社長  岩淺 壽二郎 

  

 乙：神奈川県平塚市宮松町15番23号 

 ニッポ電機株式会社 

 代表取締役社長  飯尾 守 

 

(4）株式交換に係る割当ての内容の算定根拠 

① 算定の基礎 

 本株式交換に際して交付される金銭については、その公正性・妥当性を確保するため、当社及びニッポ電機

がそれぞれ別個に両社から独立した第三者算定機関にニッポ電機の株式価値算定を依頼することとし、当社は

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（以下「三菱東京ＵＦＪ銀行」といいます。）を、ニッポ電機はプライスウォー

ターハウスクーパース株式会社（以下「ＰｗＣ」といいます。）をそれぞれの第三者算定機関として選定しま

した。 

 三菱東京ＵＦＪ銀行は、ニッポ電機について、ＪＡＳＤＡＱ市場に上場しており、市場株価が存在すること

から市場株価法による分析（以下「市場株価分析」といいます。）を採用しております。なお、市場株価分析
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では、評価基準日を平成24年９月25日として、ニッポ電機普通株式のＪＡＳＤＡＱ市場における評価基準日の

株価終値、評価基準日までの１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間における株価終値平均値を算定の基礎としてお

ります。 

 また、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー分析（以下

「ＤＣＦ分析」といいます。）により算定を行っております。ＤＣＦ分析では、ニッポ電機が作成した平成25

年３月期から平成30年３月期の事業計画を基礎として算定した将来キャッシュ・フローを、一定の割引率で現

在価値に割り引くことによって企業価値を評価し、ニッポ電機普通株式の１株当たりの株式価値を算定してお

ります。なお、ニッポ電機の事業計画上、今後検討予定の生産拠点の統廃合等に伴う一時的な損失やそれに伴

う利益率の改善が見込まれており、これらの事情も総合考慮しております。 

 三菱東京ＵＦＪ銀行により上記各手法において算定されたニッポ電機の１株当たりの株式価値の範囲はそれ

ぞれ以下のとおりです。 

採用手法 １株当たりの株式価値の範囲 

市場株価分析 392円～451円 

ＤＣＦ分析 517円～647円 

 

 三菱東京ＵＦＪ銀行は、上記株式価値の算定に際し、ニッポ電機から提供を受けた情報及び一般に公開され

た情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものである

ことを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、ニッポ電機とそ

の関係会社の資産及び負債（簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みます。）に関して個別の各資産及び

各負債の分析及び評価を含め、独自の評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依

頼も行っておりません。加えて、ニッポ電機より得た将来の事業計画については、ニッポ電機の経営陣により

現時点で可能な 善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。三菱東京ＵＦＪ銀

行の算定は、平成24年９月25日現在までの上記情報等を反映したものであります。 

 

 ＰｗＣは、ニッポ電機が継続企業であるとの前提の下、市場株価基準方式及びディスカウンテッド・キャッ

シュ・フロー方式（以下「ＤＣＦ方式」といいます。）の各手法を用いてニッポ電機の株式価値を算定してお

ります。 

 市場株価基準方式は、ニッポ電機普通株式の株式市場における株価を基に株式価値を評価する手法であり、

上場企業の株式価値評価における客観的な評価手法であると考え、採用しております。市場株価基準方式では、

評価基準日を平成24年９月25日として、 近における株価及び取引量を鑑み、ニッポ電機普通株式のＪＡＳＤ

ＡＱ市場における評価基準日の株価終値、評価基準日までの１ヶ月間及び３ヶ月間における株価終値平均値並

びに出来高加重平均値を算定の基礎としております。 

 ＤＣＦ方式は、企業の将来キャッシュ・フロー（収益力）に基づく評価手法であるため、継続企業（ゴーイ

ング・コンサーン）の評価を行う上で適した手法であると考え、採用しております。ＤＣＦ方式では、ニッポ

電機が作成した平成25年３月期から平成30年３月期の事業計画を基礎として算定した将来キャッシュ・フロー

を、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値を評価し、ニッポ電機普通株式の１株当たりの

株式価値を算定しております。なお、ニッポ電機の事業計画上、今後検討予定の生産拠点の統廃合等に伴う一

時的な損失やそれに伴う利益率の改善が見込まれており、これらの事情も総合考慮しております。 

 ＰｗＣにより上記各手法において算定されたニッポ電機の１株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のと

おりです。 

採用手法 １株当たりの株式価値の範囲 

市場株価基準方式 439円～451円 

ＤＣＦ方式 533円～704円 

 

 ＰｗＣは、上記株式価値の算定に際し、ニッポ電機から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原

則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提と



 

－  － 
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しており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、ニッポ電機とその関係会社の

資産及び負債（簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みます。）について、個別の各資産及び各負債の分

析及び評価を含め、独自の評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行って

おりません。加えて、ニッポ電機より得た将来の事業計画については、ニッポ電機の経営陣により現時点で得

られる 善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。ＰｗＣの算定は、平成24年

９月25日現在までの情報と経済条件等を反映したものであります。 

 

② 算定の経緯 

 当社及びニッポ電機は、上記第三者算定機関から提出をうけた株式価値の分析結果を参考に、かつ、過去の

事例等におけるプレミアムの実例、ニッポ電機の財務状況、業績動向、株価動向を勘案の上、交渉・協議を重

ねた結果、それぞれ上記２．(3)②「本株式交換に係る割当ての内容」の本株式交換に際して交付される金銭

は妥当であり、それぞれの株主の利益を損ねるものではないとの判断に至ったため、平成24年９月27日に開催

された両社の取締役会決議において承認を受け、本株式交換における交換対価の内容及びその額を決議し、両

社間で本株式交換契約を締結いたしました。 

 

③ 算定機関との関係 

 当社の第三者算定機関である三菱東京ＵＦＪ銀行及びニッポ電機の第三者算定機関であるＰｗＣはいずれも、

当社及びニッポ電機から独立しており、当社及びニッポ電機の関連当事者には該当せず、本株式交換に関して

記載すべき重要な利害関係はございません。なお、三菱東京ＵＦＪ銀行は、大日本塗料の大株主兼主要取引銀

行ですが、上記株式価値の算定を実施した部門と営業部門とは情報を遮断しているとのことであり、大日本塗

料としてはその独立性に影響を与えるものではないと判断しております。 

 

(5）本株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産

の額、総資産の額及び事業の内容 

商号 大日本塗料株式会社 

本店の所在地 大阪市此花区西九条六丁目１番124号 

代表者の氏名 取締役社長  岩淺 壽二郎 

資本金の額 8,827百万円 

純資産の額 現時点では確定しておりません。（単体及び連結） 

総資産の額 現時点では確定しておりません。（単体及び連結） 

事業の内容 各種塗料の製造販売、塗装機器装置の販売、塗装工事等 

 

以上
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