平成 22 年 11 月 17 日
各

位
会 社 名 株式会社日立メディコ
代表者名 執行役社長 三木 一克
（コード：6910、東証第一部）
問合せ先 執行役常務総務本部長 勝倉 教文
（TEL．（03）3526－8880）

アロカ株式会社株式にかかる公開買付届出書の訂正届出書の提出に関するお知らせ

株式会社日立メディコは、平成 22 年 11 月８日にアロカ株式会社（コード番号：7704 東京証
券取引所、以下「アロカ」といいます。）の株式を公開買付け（以下「本公開買付け」といいま
す。
）により取得することを公表いたしましたが、本日、以下のとおり、金融商品取引法第 27
条の８第２項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局に提出いたしましたの
でお知らせいたします。

記

訂正届出書の内容
平成 22 年 11 月９日付で提出した公開買付届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じま
したので、公開買付届出書の訂正届出書を提出いたしました。訂正の内容は以下のとおりであり
ます。

・アロカが平成 22 年 11 月 12 日付で提出した第 87 期第２四半期報告書に基づくアロカの大株
主の記載です。訂正箇所には下線を付しております。

1

【大株主】
（訂正前）

氏名又は名称

平成22年３月31日現在
発行済株式の総数
所有株式数(百株) に対する所有株式
数の割合(％)

住所又は所在地

日清紡ホールディングス株 東京都中央区日本橋人形町二丁目 31
式会社

番 11 号

株式会社日立メディコ

東京都千代田区外神田四丁目 14 番１
号

ゴールドマンサックス

133

FLEET

STREET

LONDON

インターナショナル

2BB,U.K

(常任代理人 ゴールドマ

（東京都港区六本木六丁目 10 番１号

41,200

14.53

35,000

12.34

27,207

9.59

EC4A

ン・サックス証券株式会社) 六本木ヒルズ森タワー）
日本無線株式会社

東京都三鷹市下連雀五丁目１番１号

20,000

7.05

新日本無線株式会社

東京都中央区日本橋横山町３番10 号

18,000

6.34

13,915

4.90

10,062

3.54

9,981

3.52

5,011

1.76

4,141

1.46

日本マスタートラスト信託 東京都港区浜松町二丁目 11 番３号
銀行株式会社(信託口)

ジー・エー・エス （ケイ
マン）リミテッド
(常任代理人 クレディ・ス
イス証券株式会社)

CALEDONIAN HOUSE,69 DRIVE,PO BOX
1043 GT,GEORGETOWN,GRAND CAYMAN,
CAYMAN ISLAND
（東京都港区六本木一丁目６番１号
泉ガーデンタワー）

日本トラスティ・サービス 東京都中央区晴海一丁目８番 11 号
信託銀行株式会社(信託口)
ジェイピー モルガン

東京都品川区東品川二丁目３番14 号

クリアリング コープ セ
ク
(常任代理人 シティバン
ク銀行株式会社)
アロカグループ従業員持株 東京都三鷹市牟礼六丁目 22 番１号
会

2

計

―

184,517

65.08

（注１） 対象者は自己株式を 994,561 株(3.50％)保有していますが、上記の大株主からは除
いています。
（注２） 第 85 期事業年度末において主要株主であったザ・エスエフピー・バリュー・リアラ
イゼーション・マスター・ファンド・リミテッドは、第 86 期事業年度末現在では主
要株主ではなくなりました。
（注３） 日清紡ホールディングス株式会社及びその共同保有者である新日本無線株式会社か
ら、平成 22 年４月５日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成 22 年３月 31
日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けていますが、対
象者として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主
の状況には含まれていません。

氏名又は名称

住所又は本店所在地

日清紡ホールディングス株

東京都中央区日本橋人形町二丁目 31

式会社

番 11 号

新日本無線株式会社

東京都中央区日本橋横山町３番 10 号

保有株券等
の数（百株）

株券等保有
割合
（％）

51,200

18.06

18,000

6.35

（注４） ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテ
ッド及びその共同保有者であるジーエーエス（ケイマン）リミテッド、マネージド・
アカウント・インベストメンツ・エスピーシーから、平成 22 年４月５日付で大量保
有報告書の写しの送付があり、平成 22 年３月 31 日現在でそれぞれ以下のとおり株
式を保有している旨の報告を受けていますが、対象者として期末時点における実質
所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含まれていません。

氏名又は名称

ザ・エスエフピー・バリュー
・リアライゼーション・マス
ター・ファンド・リミテッド
(The SFP Value Realization
Master Fund Ltd.)

住所又は本店所在地

保有株券等
の数（百株）

株券等保有
割合
（％）

英領西インド諸島、ケイマン諸島、
グランドケイマン、ジョージ・タウン、
サウス・チャーチ・ストリート、
ユグランド・ハウス、私書箱 309GT

16,532

5.83

10,063

3.55

エム・アンド・シー・コーポレート
・サービシーズ・リミテッド内

ジーエーエス（ケイマン）

英領西インド諸島、ケイマン諸島、

リミテッド

グランドケイマン、ジョージ・タウン、

(G.A.S (CAYMAN) LIMITED)

私書箱 1043GT
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ドクター・ロイズ・ドライブ 69、
カレドニアン・ハウス
マネージド・アカウント
・インベストメンツ・エスピ
ーシー
(Managed Account
Investments, SPC)

ケイマン諸島、グランドケイマン
KY1-1108、サウス・チャーチ・ストリ

5,011

ート、私書箱 1234、クイーンゲート

1.77

ハウス

（注５） 上記（注１ないし注４を含みます。
）は、対象者が平成22年6月30日に提出した第86期有価証券
報告書に基づいて作成しています。

（注６） 第 87 期第１四半期会計期間において、ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼー
ション・マスター・ファンド・リミテッド及びその共同保有者であるジーエーエス
（ケイマン）リミテッド、マネージド・アカウント・インベストメンツ・エスピー
シーから平成 22 年５月 11 日付で大量保有報告書の写しの送付があり、平成 22 年４
月 28 日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けています
が、株主名簿の記載内容が確認できないため、対象者として実質所有株式数の確認
ができません。

氏名又は名称

住所

保有株券等
の数（百株）

株券等保有
割合
（％）

ザ・エスエフピー・バリュー 英領西インド諸島、ケイマン諸島、
・リアライゼーション・マス グランドケイマン、ジョージ・タウン、
ター

サウス・チャーチ・ストリート、

・ファンド・リミテッド

ユグランド・ハウス、私書箱 309GT

20,152

7.11

4,324

1.53

3,811

1.34

(The SFP Value Realization エム・アンド・シー・コーポレート
Master Fund Ltd.)

・サービシーズ・リミテッド内
英領西インド諸島、ケイマン諸島、

ジーエーエス（ケイマン）

グランドケイマン、ジョージ・タウン、

リミテッド

私書箱 1043GT

(G.A.S (CAYMAN) LIMITED)

ドクター・ロイズ・ドライブ 69、
カレドニアン・ハウス

マネージド・アカウント
・インベストメンツ・エスピ
ーシー
(Managed Account
Investments, SPC)

ケイマン諸島、グランドケイマン
KY1-1108、サウス・チャーチ・ストリ
ート、私書箱 1234、クイーンゲート
ハウス
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（注７） 上記（注６）は、対象者が平成 22 年８月 13 日に提出した第 87 期第１四半期報告書
に基づいて作成しています。
（注８） ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテ
ッド及びその共同保有者であるジーエーエス（ケイマン）リミテッド、マネージド・
アカウント・インベストメンツ・エスピーシーから平成 22 年７月 16 日付で大量保
有報告書が提出されており、平成 22 年７月９日現在でそれぞれ以下のとおり株式を
保有している旨の報告がなされていますが、株主名簿の記載内容が確認できないた
め、対象者として実質所有株式数の確認ができません。

氏名又は名称

ザ・エスエフピー・バリュー
・リアライゼーション・マス
ター・ファンド・リミテッド
(The SFP Value Realization
Master Fund Ltd.)

住所

保有株券等
の数（百株）

株券等保有
割合
（％）

英領西インド諸島、ケイマン諸島、
グランドケイマン、ジョージ・タウン、
サウス・チャーチ・ストリート、
ユグランド・ハウス、私書箱 309GT

20,182

7.12

1,439

0.51

3,811

1.34

エム・アンド・シー・コーポレート
・サービシーズ・リミテッド内
英領西インド諸島、ケイマン諸島、

ジーエーエス（ケイマン）

グランドケイマン、ジョージ・タウン、

リミテッド

私書箱 1043GT

(G.A.S (CAYMAN) LIMITED)

ドクター・ロイズ・ドライブ 69、
カレドニアン・ハウス

マネージド・アカウント
・インベストメンツ・エスピ
ーシー
(Managed Account
Investments, SPC)

ケイマン諸島、グランドケイマン
KY1-1108、サウス・チャーチ・ストリ
ート、私書箱 1234、クイーンゲート
ハウス

（注９） 対象者は、本公開買付けに係る公開買付期間中に、第 87 期第２四半期に係る四半期報
告書を提出する予定とのことです。

5

（訂正後）

氏名又は名称

平成22年３月31日現在
発行済株式の総数
所有株式数(百株) に対する所有株式
数の割合(％)

住所又は所在地

日清紡ホールディングス株 東京都中央区日本橋人形町二丁目 31
式会社

番 11 号

株式会社日立メディコ

東京都千代田区外神田四丁目 14 番１
号

ゴールドマンサックス

133

FLEET

STREET

LONDON

インターナショナル

2BB,U.K

(常任代理人 ゴールドマ

（東京都港区六本木六丁目 10 番１号

41,200

14.53

35,000

12.34

27,207

9.59

EC4A

ン・サックス証券株式会社) 六本木ヒルズ森タワー）
日本無線株式会社

東京都三鷹市下連雀五丁目１番１号

20,000

7.05

新日本無線株式会社

東京都中央区日本橋横山町３番10 号

18,000

6.34

13,915

4.90

10,062

3.54

9,981

3.52

5,011

1.76

4,141

1.46

日本マスタートラスト信託 東京都港区浜松町二丁目 11 番３号
銀行株式会社(信託口)

ジー・エー・エス （ケイ
マン）リミテッド
(常任代理人 クレディ・ス
イス証券株式会社)

CALEDONIAN HOUSE,69 DRIVE,PO BOX
1043 GT,GEORGETOWN,GRAND CAYMAN,
CAYMAN ISLAND
（東京都港区六本木一丁目６番１号
泉ガーデンタワー）

日本トラスティ・サービス 東京都中央区晴海一丁目８番 11 号
信託銀行株式会社(信託口)
ジェイピー モルガン

東京都品川区東品川二丁目３番14 号

クリアリング コープ セ
ク
(常任代理人 シティバン
ク銀行株式会社)
アロカグループ従業員持株 東京都三鷹市牟礼六丁目 22 番１号
会

6

計

―

184,517

65.08

（注１） 対象者は自己株式を 994,561 株(3.50％)保有していますが、上記の大株主からは除
いています。
（注２） 第 85 期事業年度末において主要株主であったザ・エスエフピー・バリュー・リアラ
イゼーション・マスター・ファンド・リミテッドは、第 86 期事業年度末現在では主
要株主ではなくなりました。
（注３） 日清紡ホールディングス株式会社及びその共同保有者である新日本無線株式会社か
ら、平成 22 年４月５日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成 22 年３月 31
日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けていますが、対
象者として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主
の状況には含まれていません。

氏名又は名称

住所又は本店所在地

日清紡ホールディングス株

東京都中央区日本橋人形町二丁目 31

式会社

番 11 号

新日本無線株式会社

東京都中央区日本橋横山町３番 10 号

保有株券等
の数（百株）

株券等保有
割合
（％）

51,200

18.06

18,000

6.35

（注４） ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテ
ッド及びその共同保有者であるジーエーエス（ケイマン）リミテッド、マネージド・
アカウント・インベストメンツ・エスピーシーから、平成 22 年４月５日付で大量保
有報告書の写しの送付があり、平成 22 年３月 31 日現在でそれぞれ以下のとおり株
式を保有している旨の報告を受けていますが、対象者として期末時点における実質
所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含まれていません。

氏名又は名称

ザ・エスエフピー・バリュー
・リアライゼーション・マス
ター・ファンド・リミテッド
(The SFP Value Realization
Master Fund Ltd.)

住所又は本店所在地

保有株券等
の数（百株）

株券等保有
割合
（％）

英領西インド諸島、ケイマン諸島、
グランドケイマン、ジョージ・タウン、
サウス・チャーチ・ストリート、
ユグランド・ハウス、私書箱 309GT

16,532

5.83

10,063

3.55

エム・アンド・シー・コーポレート
・サービシーズ・リミテッド内

ジーエーエス（ケイマン）

英領西インド諸島、ケイマン諸島、

リミテッド

グランドケイマン、ジョージ・タウン、

(G.A.S (CAYMAN) LIMITED)

私書箱 1043GT
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ドクター・ロイズ・ドライブ 69、
カレドニアン・ハウス
マネージド・アカウント
・インベストメンツ・エスピ
ーシー
(Managed Account
Investments, SPC)

ケイマン諸島、グランドケイマン
KY1-1108、サウス・チャーチ・ストリ

5,011

ート、私書箱 1234、クイーンゲート

1.77

ハウス

（注５） 上記（注１ないし注４を含みます。
）は、対象者が平成22年6月30日に提出した第86期有価証券
報告書に基づいて作成しています。

（注６） 第 87 期第１四半期会計期間において、ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼー
ション・マスター・ファンド・リミテッド及びその共同保有者であるジーエーエス
（ケイマン）リミテッド、マネージド・アカウント・インベストメンツ・エスピー
シーから平成 22 年５月 11 日付で大量保有報告書の写しの送付があり、平成 22 年４
月 28 日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けています
が、株主名簿の記載内容が確認できないため、対象者として実質所有株式数の確認
ができません。

氏名又は名称

住所

保有株券等
の数（百株）

株券等保有
割合
（％）

ザ・エスエフピー・バリュー 英領西インド諸島、ケイマン諸島、
・リアライゼーション・マス グランドケイマン、ジョージ・タウン、
ター

サウス・チャーチ・ストリート、

・ファンド・リミテッド

ユグランド・ハウス、私書箱 309GT

20,152

7.11

4,324

1.53

3,811

1.34

(The SFP Value Realization エム・アンド・シー・コーポレート
Master Fund Ltd.)

・サービシーズ・リミテッド内
英領西インド諸島、ケイマン諸島、

ジーエーエス（ケイマン）

グランドケイマン、ジョージ・タウン、

リミテッド

私書箱 1043GT

(G.A.S (CAYMAN) LIMITED)

ドクター・ロイズ・ドライブ 69、
カレドニアン・ハウス

マネージド・アカウント
・インベストメンツ・エスピ
ーシー
(Managed Account
Investments, SPC)

ケイマン諸島、グランドケイマン
KY1-1108、サウス・チャーチ・ストリ
ート、私書箱 1234、クイーンゲート
ハウス

8

（注７） 上記（注６）は、対象者が平成 22 年８月 13 日に提出した第 87 期第１四半期報告書
に基づいて作成しています。
（注８） ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテ
ッド及びその共同保有者であるジーエーエス（ケイマン）リミテッド、マネージド・
アカウント・インベストメンツ・エスピーシーから平成 22 年７月 16 日付で大量保
有報告書が提出されており、平成 22 年７月９日現在でそれぞれ以下のとおり株式を
保有している旨の報告がなされていますが、株主名簿の記載内容が確認できないた
め、対象者として実質所有株式数の確認ができません。

氏名又は名称

保有株券等

住所

ザ・エスエフピー・バリュー
・リアライゼーション・マス
ター・ファンド・リミテッド
(The SFP Value Realization
Master Fund Ltd.)

株券等保有

の数（百株）

割合
（％）

英領西インド諸島、ケイマン諸島、
グランドケイマン、ジョージ・タウン、
サウス・チャーチ・ストリート、
ユグランド・ハウス、私書箱 309GT

20,182

7.12

1,439

0.51

3,811

1.34

エム・アンド・シー・コーポレート
・サービシーズ・リミテッド内
英領西インド諸島、ケイマン諸島、

ジーエーエス（ケイマン）

グランドケイマン、ジョージ・タウン、

リミテッド

私書箱 1043GT

(G.A.S (CAYMAN) LIMITED)

ドクター・ロイズ・ドライブ 69、
カレドニアン・ハウス

マネージド・アカウント
・インベストメンツ・エスピ
ーシー
(Managed Account
Investments, SPC)

ケイマン諸島、グランドケイマン
KY1-1108、サウス・チャーチ・ストリ
ート、私書箱 1234、クイーンゲート
ハウス

（注９） 対象者は、平成 22 年 11 月 12 日付で第 87 期第２四半期報告書を関東財務局長へ提出
し、大株主は以下のとおりとなっております。
氏名又は名称

住所又は所在地

平成22年９月30日現在
発行済株式の総数
所有株式数(百株) に対する所有株式
数の割合(％)

日清紡ホールディングス株 東京都中央区日本橋人形町二丁目 31
式会社

番 11 号

株式会社日立メディコ

東京都千代田区外神田四丁目 14 番１
号

9

51,200

18.05

35,000

12.34

ゴールドマンサックス

133

FLEET

STREET

LONDON

EC4A

インターナショナル

2BB,U.K

(常任代理人 ゴールドマ

（東京都港区六本木六丁目 10 番１号

20,266

7.14

ン・サックス証券株式会社) 六本木ヒルズ森タワー）
日本無線株式会社

東京都三鷹市下連雀五丁目１番１号

20,000

7.05

新日本無線株式会社

東京都中央区日本橋横山町３番10 号

18,000

6.34

14,595

5.14

8,437

2.97

4,226

1.49

4,200

1.48

4,000

1.41

179,924

63.46

日本マスタートラスト信託

東京都港区浜松町二丁目 11 番３号

銀行株式会社(信託口)
日本トラスティ・サービス 東京都中央区晴海一丁目８番 11 号
信託銀行株式会社(信託口)
アロカグループ従業員持株 東京都三鷹市牟礼六丁目 22 番１号
会
アールビーシーデクシア

14,PORTE DE FRANCE, L-4360

インベスターサービスバン ESCH-SUR-ALZETTE GRAND DUCHY OF
クアカウントディーユービ LUXEMBOURG
ーノンレジデントドメステ (東京都千代田区永田町二丁目 11 番
ィックレート

１

山王パークタワービル 21 階)

(常任代理人スタンダード
チャータード銀行)

株式会社みずほ銀行

計

東京都千代田区内幸町一丁目１番５
号

―

（注 10） 対象者は自己株式を 994,720 株(3.50％)保有していますが、上記の大株主からは除
いています。
（注 11） ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテ
ッド及びその共同保有者であるジーエーエス（ケイマン）リミテッド、マネージド・
アカウント・インベストメンツ・エスピーシーから平成 22 年７月 16 日付で提出さ
れた大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付があり、平成 22 年７月９日現在で
それぞれ以下の株式を所有している旨の報告を受けていますが、対象者として第 87
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期第２四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができていません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりです。

住所

氏名又は名称

ザ・エスエフピー・バリュー
・リアライゼーション・マス
ター・ファンド・リミテッド
(The SFP Value Realization
Master Fund Ltd.)

保有株券等
の数（百株）

株券等保有
割合
（％）

英領西インド諸島、ケイマン諸島、
グランドケイマン、ジョージ・タウン、
サウス・チャーチ・ストリート、
ユグランド・ハウス、私書箱 309GT

20,182

7.12

1,439

0.51

3,811

1.34

25,432

8.97

エム・アンド・シー・コーポレート
・サービシーズ・リミテッド内
英領西インド諸島、ケイマン諸島、

ジーエーエス（ケイマン）

グランドケイマン、ジョージ・タウン、

リミテッド

私書箱 1043GT

(G.A.S (CAYMAN) LIMITED)

ドクター・ロイズ・ドライブ 69、
カレドニアン・ハウス

マネージド・アカウント
・インベストメンツ・エスピ
ーシー
(Managed Account
Investments, SPC)

ケイマン諸島、グランドケイマン
KY1-1108、サウス・チャーチ・ストリ
ート、私書箱 1234、クイーンゲート
ハウス

計

―

（ご参考）本公開買付けの概要
１． 対象者名
アロカ株式会社

２． 買付け等の期間（届出当初の買付け等の期間）
平成 22 年 11 月９日（火曜日）から平成 22 年 12 月 27 日（月曜日）まで（33 営業日）

３．買付け等の価格
普通株式１株につき金 1,075 円
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４．買付予定の株券等の数
買付予定数

買付予定数の下限

買付予定数の上限

23,855,900(株)

―(株)

―(株)

（注）本公開買付けの詳細は、平成 22 年 11 月８日公表の当社プレスリリース「アロカ株式会社株式に対する公開買付
けの開始に関するお知らせ」に記載のとおりであります。

以

上

■お問い合わせ先
コールセンター
ＴＥＬ ０１２０－７７０－２４１（フリーダイヤル）
受付時間 ９：００～１８：００（土・日・祝祭日を除く）
（開設期間 平成２２年１１月８日～平成２３年１月５日）

■報道機関・ＩＲ関係お問い合わせ先
株式会社日立メディコ 法務・コミュニケーション部
ＴＥＬ ０３－３５２６－８８０９

【勧誘規制】
このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘
を目的として作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付け
に関する公開買付説明書をご覧いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。
このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込みもしくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当す
る、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース（もしくはその一部）又はその
配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際し
てこれらに依拠することはできないものとします。
【その他の国】
国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されてい
る場合があります。かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。本公開買付けに関
する株券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報とし
ての資料配布とみなされるものとします。
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