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保有株券等に関する重要な契約の変更
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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 日本バイリーン株式会社

証券コード 3514

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所

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
フロイデンベルグ・エス・エー

（Freudenberg SE）

住所又は本店所在地
ドイツ連邦共和国ヴァインハイムD-69465ホェーナー・ベーク2-4

（Hoehnerweg 2-4 D-69465 Weinheim Germany）

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 昭和27年1月16日

代表者氏名 ディルク・マーラー、マーク・エー・クーン

代表者役職
支配人、Head of Corporate Strategic Planning and Business Development

（経営企画事業開発のヘッド）

事業内容
あらゆる種類の産業、商業及びサービスに関する取引、特に資本参加の保持

及び管理

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー23階

弁護士　中村　謙太

電話番号 03-6438-5511

（２）【保有目的】

発行者の経営権の取得及び維持

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし
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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） 17,647,412

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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） O 17,647,412 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）
T 17,647,412

保有潜在株券等の数

（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27年8月10日現在）
V 52,840,945

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
33.40

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
33.40

（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
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者1及び提出者2は、平成27年8月7日付で覚書（以下「本覚書」といいます。）を締結しており、本覚書において、提出者

3による発行者の普通株式等に対する公開買付け（公開買付期間：平成27年8月10日から平成27年9月24日まで。以下「本公開

買付け」といいます。）後の発行者の運営等について、以下のとおり合意しております。

①本公開買付け完了後、提出者1及び提出者2の間で発行者の運営に関する株主間契約を締結し、発行者における一定の重要事

項（(i)定款変更、(ⅱ)事業の全部又は重要な一部の譲渡、(ⅲ)他の会社の事業全部の譲受、(ⅳ)合併等の組織再編、(v)新規

事業への参入、(ⅵ)増減資、(ⅶ)事業計画又は予算の承認、(ⅷ)取締役等の選任、及び(ⅸ)解散）のための意思決定の際に事

前に提出者1は、提出者2の承諾を取得する義務を合意すること

②発行者の株式の譲渡の際には相手方当事者の承諾を要し、また発行者における新株発行の際には各当事者は持株比率に応じ

た新株引受権を有すること

本公開買付けは平成27年9月24日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は平成27年9月30日です。

なお、提出者3は、発行者の株主を提出者1乃至提出者3のみとするための手続（以下「本全部取得手続」といいます。）を実

施する予定です。

具体的には、提出者3が、発行者の普通株式の併合を行うこと（以下「株式併合」といいます。）及び株式併合の効力発生を

条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総

会」といいます。）を開催することを、発行者に対して要請しております。

提出者１は、提出者2及び提出者3とともに、本臨時株主総会に上記各議案が上程された場合には、当該各議案に賛成する旨を

同意しております。

（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） 1,633,385

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 1,633,385

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）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 東レ株式会社

住所又は本店所在地 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

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
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職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 大正15年1月12日

代表者氏名 日覺 昭廣

代表者役職 代表取締役社長

事業内容 合成繊維、プラスチック、化成品等の製品の製造及び販売

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 東レ株式会社 財務部財務課長 松岡 耕司

電話番号 03-3245-5218

（２）【保有目的】

発行者の経営参加を目的とした安定株主として保有。

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（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） 5,882,083

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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） O 5,882,083 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
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保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 5,882,083

保有潜在株券等の数

（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27年8月10日現在）
V 52,840,945

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
11.13

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
17.49

（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27年9月24日 株券（普通株式） 3,360,000 6.36 市場外 処分 1,200

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者1及び提出者2は、平成27年8月7日付で本覚書を締結しており、本覚書において、本公開買付け後の発行者の運営等につ

いて、以下のとおり合意しております。

①本公開買付け完了後、提出者1及び提出者2の間で発行者の運営に関する株主間契約を締結し、発行者における一定の重要事

項（(i)定款変更、(ⅱ)事業の全部又は重要な一部の譲渡、(ⅲ)他の会社の事業全部の譲受、(ⅳ)合併等の組織再編、(v)新規

事業への参入、(ⅵ)増減資、(ⅶ)事業計画又は予算の承認、(ⅷ)取締役等の選任、及び(ⅸ)解散）のための意思決定の際に事

前に提出者1は、提出者2の承諾を取得する義務を合意すること

②発行者の株式の譲渡の際には相手方当事者の承諾を要し、また発行者における新株発行の際には各当事者は持株比率に応じ

た新株引受権を有すること

提出者2は、保有していた発行者普通株式3,360,000株について、本公開買付けに応募しており、本公開買付けは平成27年9月

24日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は平成27年9月30日です。

なお、提出者3は、本全部取得手続を実施する予定です。具体的には、提出者3は、本臨時株主総会を開催することを発行者に

対して要請しております。

提出者2は、提出者1及び提出者3ともに、本臨時株主総会に上記各議案が上程された場合には、当該各議案に賛成する旨を同

意しております。

（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） 912,368

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 912,368

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）
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③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

３【提出者（大量保有者）／３】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 FTホールディングス株式会社

住所又は本店所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号

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 平成27年7月10日

代表者氏名 トーマス・ザイデル

代表者役職 代表取締役

事業内容
1．会社の株式又は出資持分の取得、管理及び運用

2．前号に付帯関連する一切の事業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー23階

弁護士　中村　謙太

電話番号 03-6438-5511

（２）【保有目的】

発行者の経営権の取得及び重要提案行為等を行うこと。

（３）【重要提案行為等】

下記(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者3は、発行者に対し、発行者普通株式の上場廃

止を伴う本全部取得手続の実施を目的とした重要提案行為を行っております。

（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） 25,708,439
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新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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） O 25,708,439 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）
T 25,708,439

保有潜在株券等の数

（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27年8月10日現在）
V 52,840,945

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
48.65

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（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27年9月24日 株券（普通株式） 25,708,439 48.65 市場外 取得 1,200

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者3は、本全部取得手続を実施する予定です。具体的には、提出者3は、本臨時株主総会を開催することを発行者に対して

要請しております。

提出者3は、提出者1及び提出者2とともに、本臨時株主総会に上記各議案が上程された場合には、当該各議案に賛成する旨を

同意しております。

（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） 7,850,126

借入金額計（X）（千円） 23,000,000
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その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 30,850,126

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）

株式会社三井住友銀行（本店） 銀行 頭取　國部 毅 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 2 23,000,000

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし

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】

（１） フロイデンベルグ・エス・エー（Freudenberg SE）

（２） 東レ株式会社

（３） FTホールディングス株式会社

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） 49,237,934

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
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） O 49,237,934 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
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保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 49,237,934

保有潜在株券等の数

（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27年8月10日現在）
V 52,840,945

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
93.18

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
50.89

（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（％）

フロイデンベルグ・エス・エー

（Freudenberg SE）
17,647,412 33.40

東レ株式会社 5,882,083 11.13

FTホールディングス株式会社 25,708,439 48.65

合計 49,237,934 93.18
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