
 

【表紙】  

【提出書類】
変更報告書No.4

【根拠条文】
法第27条の25第1項

【提出先】
関東財務局長

【氏名又は名称】
弁護士　仲谷　栄一郎

【住所又は本店所在地】 東京都港区六本木一丁目6番1号　泉ガーデンタワー

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【報告義務発生日】
平成 20年 9月 5日

【提出日】
平成 20年 9月10日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】
2名

【提出形態】
その他

【変更報告書提出事由】
当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更

  

  

 

EDINET提出書類

コーニンクレッカ　フィリップス　エレクトロニクス　エヌ　ベー(E08514)

変更報告書（大量保有）

 1/10



 

 

EDINET提出書類

コーニンクレッカ　フィリップス　エレクトロニクス　エヌ　ベー(E08514)

変更報告書（大量保有）

 2/10



第１ 【発行者に関する事項】

 

発行者の名称 株式会社ディーアンドエムホールディングス

証券コード 6735

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京

 

 

第２ 【提出者に関する事項】

１ 【提出者(大量保有者)／１】

(1) 【提出者の概要】

① 【提出者(大量保有者)】

 

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称
コーニンクレッカ　フィリップス　エレクトロニクス　エヌ　ベー
(Koninklijke Philips Electronics N.V.）

住所又は本店所在地 グローエンヴードセヴェッグ　1、アイントホーベン、ザ　ニーザーランド

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地  

 

② 【個人の場合】

 

生年月日  

職業  

勤務先名称  

勤務先住所  
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③ 【法人の場合】

 

設立年月日 明治24年5月15日

代表者氏名 ジェラルド・クライスターリー（Gerald Kleisterlee）

代表者役職 プレジデント

事業内容 全世界のフィリップスグループ各社の適正な事業遂行の為の役務の提供

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名
〒106‐6036　東京都港区六本木一丁目6‐1　泉ガーデンタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士　東尾　知里

電話番号 03（6888）1000

 

(2) 【保有目的】

 

報告書の提出者（大量保有者）であるコーニンクレッカ　フィリップス　エレクトロニクス　エヌ　ベーは、株式会
社ディーアンドエムホールディングスの株式を安定株主として保有する予定です。

 

(3) 【重要提案行為等】

 

該当なし
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(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

① 【保有株券等の数】

 

 法第27条の23第３項本文法第27条の23第３項第１号法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等(株・
口)

 11,126,000     

新株予約権証券(株) A  ― H 

新株予約権付社債券(株) B  ― I 

対象有価証券
カバードワラント

C   J 

株券預託証券       

株券関連預託証券 D   K 

株券信託受益証券       

株券関連信託受益証券 E   L 

対象有価証券償還社債 F   M 

他社株等転換株券 G   N 

合計(株・口) O11,126,000 P Q 

信用取引により譲渡したこ
とにより控除する株券等の
数

R 

共同保有者間で引渡請求権
等の権利が存在するものと
して控除する株券等の数

S 

保有株券等の数(総数)
(O＋P＋Q－R－S)

T11,126,000

保有潜在株式の数
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋
I＋J＋K＋L＋M＋N)

U 

 

② 【株券等保有割合】

 

発行済株式等総数(株・口)
(平成20年8月14日現在)

V93,462,714

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

 11.90

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

 11.91

 

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

 

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成20年9月
4日

株券 640株0.0007％市場外 処分 508円
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(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

 
重要な契約について
　提出者及びRHJ Internationalは、株主間契約を締結しており、同契約中に次なる合意が存在する。
　　1．RHJ International又はその関連会社（「売却予定者」）が、それぞれが保有する株式の合計の25％以

上の株式を売却する際には、提出者に対し、事前に当該売却内容を通知し、提出者の保有する株式を右
売却株式に含めて売却するよう要求できる。逆に提出者はその保有する株式を右売却株式に含めるよ
う、売却予定者に対し要求できる。

　　2．提出者の保有する株式については、東京証券取引所における売却など一定の場合を除き、原則として、
RHJ Internationalが先買権を有する。

　　3．提出者は、原則として発行会社の有議決権株式総数の2％以上を一定期間保有する。（本義務は当該期間
の経過により終了している。）

 
共同保有者について
　上記株主間契約中、提出者の指名する取締役候補者1名について、RHJ Internationalが右候補選任につき賛成
票を投じる旨の議決権の行使についての合意がある。提出者は、かかる事情に鑑み、RHJ Internationalを共
同保有者として本報告書を提出するものである。
 
重要な契約について
提出者は、平成20年6月19日、RHJ Internationalとの間で、株式会社BCJ-2が実施する予定の発行者の株式を
対象にした公開買付けにつき、一定の条件が満たされ、RHJ Internationalがその保有する全ての株式につい
て応募する場合には、その保有する全ての株式について応募する旨の契約を締結した。

 
重要な契約について
提出者は、株式会社BCJ-2が実施した発行者の株式及び新株予約権を対象とした公開買付け（公開買付期
間：平成20年7月28日から同年9月5日まで）に対し、11,126,000株の応募を行い、結果、平成20年9月5日を約
定日とした応募株券の全部買付けが行われることとなった。当該株券の受渡しは平成20年9月18日に行われ
る予定である。

 

 

(7) 【保有株券等の取得資金】

① 【取得資金の内訳】

 

自己資金額(W)(千円) 0

借入金額計(X)(千円) 0

その他金額計(Y)(千円) 0

上記(Y)の内訳 交換により、11,126,640株取得

取得資金合計(千円)
(W＋X＋Y)

0

 

② 【借入金の内訳】

 

名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円)

該当なし      

 

③ 【借入先の名称等】

 

名称(支店名) 代表者氏名 所在地

 該当なし   
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第３ 【共同保有者に関する事項】

１ 【共同保有者／１】

(1) 【共同保有者の概要】

① 【共同保有者】

 

個人・法人の別 法人（外国会社）

氏名又は名称
アールエイチジェイ・インターナショナル
(RHJ International）

住所又は本店所在地 ベルギー国　ブリュッセル1050　ルイーズアベニュー326

旧氏名又は名称  

旧住所又は本店所在地  

 

② 【個人の場合】

 

生年月日  

職業  

勤務先名称  

勤務先住所  

 

③ 【法人の場合】

 

設立年月日 2004年6月28日

代表者氏名 ティモシー・コリンズ（Timothy C. Collins）

代表者役職 共同CEO

事業内容 持株会社

 

④ 【事務上の連絡先】

 

事務上の連絡先及び担当者名
〒106‐6036　東京都港区六本木一丁目6‐1　泉ガーデンタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士　兼定　尚幸

電話番号 03（6888）1000
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(2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

① 【保有株券等の数】

 

 法第27条の23第３項本文法第27条の23第３項第１号法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等(株・
口)

 45,323,160     

新株予約権証券(株) A  ― H 

新株予約権付社債券(株) B  ― I 

対象有価証券
カバードワラント

C   J 

株券預託証券       

株券関連預託証券 D   K 

株券信託受益証券       

株券関連信託受益証券 E   L 

対象有価証券償還社債 F   M 

他社株等転換株券 G   N 

合計(株・口) O45,323,160 P Q 

信用取引により譲渡したこ
とにより控除する株券等の
数

R 

共同保有者間で引渡請求権
等の権利が存在するものと
して控除する株券等の数

S 

保有株券等の数(総数)
(O＋P＋Q－R－S)

T45,323,160

保有潜在株式の数
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋
I＋J＋K＋L＋M＋N)

U 

 

② 【株券等保有割合】

 

発行済株式等総数(株・口)
(平成20年8月14日現在)

V93,462,714

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

 48.49

直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

 48.51
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第４ 【提出者及び共同保有者に関する総括表】

１ 【提出者及び共同保有者】

コーニン クレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ベー（Koninklijke Philips Electronics N.V.）

アールエイチジェイ・インターナショナル(RHJ International）

 

２ 【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1) 【保有株券等の数】

 

 法第27条の23第３項本文法第27条の23第３項第１号法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等(株・
口)

 56,449,160     

新株予約権証券(株) A  ― H 

新株予約権付社債券(株) B  ― I 

対象有価証券
カバードワラント

C   J 

株券預託証券       

株券関連預託証券 D   K 

株券信託受益証券       

株券関連信託受益証券 E   L 

対象有価証券償還社債 F   M 

他社株等転換株券 G   N 

合計(株・口) O56,449,160 P Q 

信用取引により譲渡したこ
とにより控除する株券等の
数

R 

共同保有者間で引渡請求権
等の権利が存在するものと
して控除する株券等の数

S 

保有株券等の数(総数)
(O＋P＋Q－R－S)

T56,449,160

保有潜在株式の数
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋
I＋J＋K＋L＋M＋N)

U 

 

(2) 【株券等保有割合】

 

発行済株式等総数(株・口)
(平成20年8月14日現在)

V93,462,714

上記提出者の
株券等保有割合(％)
(T／(U＋V)×100)

 60.40
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直前の報告書に記載された
株券等保有割合(％)

 60.41

 

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

 

提出者及び共同保有者名 保有株券等の数(総数)(株・口) 株券等保有割合(％)

コーニン クレッカ フィリップス
エレクトロニクス エヌ ベー
（Koninklijke Philips
Electronics N.V.）

11,126,000 11.90

アールエイチジェイ・インターナ
ショナル
(RHJ International）

45,323,160 48.49

合計 56,449,160 60.40
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