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連結子会社である日本製箔株式会社株式に対する公開買付けにおける
公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ

古河スカイ株式会社（以下「公開買付者」又は「当社」といいます。
）は、連結子会社である日本製箔株
式会社の普通株式の公開買付けに関し、金融商品取引法第 27 条の８第２項に基づき、公開買付届出書の訂
正届出書を平成 21 年６月 26 日付で関東財務局に提出いたしました。
これに伴い、平成 21 年５月 20 日付の公開買付開始公告の内容を下記のとおり訂正いたしますので、お知
らせいたします。
なお、この訂正は、平成 21 年６月 24 日に第６期有価証券報告書（平成 20 年４月１日から平成 21 年３月
31 日まで）を提出したことに伴うもので、買付条件等に変更はございません。
記
１．公開買付開始公告の訂正の公表
平成 21 年５月 20 日付の公開買付開始公告を以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線
を付しております。
５．公開買付者である会社の目的、事業の内容及び資本金の額
（２）事業の内容
（訂正前）
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（古河スカイ株式会社）
、子会社 18 社及び関連会
社１社により構成されており、アルミニウム及びアルミニウム合金の圧延製品の製造・販売を中心に、
アルミニウム及びアルミニウム合金の鋳物製品・鍛造製品の製造・販売、その他アルミニウムを主な素
材とする製品の加工・販売を主な事業として行っております。
また、当社は親会社である古河電気工業株式会社を中心とする企業グループのなかで、アルミニウム
製品の製造・販売を行う企業であります。
当社は単一セグメントでありますが、主要な事業内容から以下の区分を行っており、それぞれの事業
区分における当社及び関係会社の位置づけを示します。
(1）アルミニウム圧延
板圧延と、押出とに大別され、グループの製造・販売拠点としては、下記の通りです。
＜板圧延＞
福井工場・深谷工場・日光工場・・・・・・・・・・・板圧延品の製造
日本製箔㈱及びその子会社・・・・・・・・・・・・・アルミニウム・銅の箔製品、箔加工品の
製造、販売
㈱ＡＣＥ２１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アルミニウム板の製造、販売
古河カラーアルミ㈱・・・・・・・・・・・・・・・・アルミニウム板製品の塗装
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AFSEL S.A. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ アルミニウム板の販売
（ギリシア）
＜押出＞
小山工場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アルミニウム押出製品の製造
古河スカイ滋賀㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・同上
PT.Furukawa Indal Aluminum・・・・・・・・・・・・アルミニウム押出製品の製造、販売
（インドネシア・東ジャワ州）
古河（天津）精密鋁業有限公司・・・・・・・・・・・同上
（中国・天津市）
(2）その他
＜鋳物製品、鍛造製品＞
鋳鍛工場（小山）
・・・・・・・・・・・・・・・・・精密鋳物製品、熱間鍛造品の製造、加工
Furukawa-Sky Aluminum (Vietnam) Inc.・・・・・・・精密鋳物製品の製造、加工、販売
（ベトナム・ホーチミン市）
東日本鍛造㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冷間鍛造製品の製造、加工
＜加工品＞
㈱ニッケイ加工・・・・・・・・・・・・・・・・・・アルミニウムその他金属材料の加工、販
売
古河スカイテクノ㈱・・・・・・・・・・・・・・・・同上
＜その他の事業＞
スカイサービス㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・構内製造作業請負、アルミスクラップ処
理
㈱エルコンポ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・運送取扱、倉庫業、包装資材開発・製
造・販売
㈱システムスカイ・・・・・・・・・・・・・・・・・システム開発、管理、販売
FS グリーンネット㈱・・・・・・・・・・・・・・・・構内美化作業・事務作業請負
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（事業系統図）

得

意

先

製品の販売

当

原材料の供給

製品の購入
社

外注加工

各種サービス
（物流サービス、
工場内緑化、シス
テムサービス等）

※古河電気工業㈱
◆日本製箔㈱
◆日本金属箔工業㈱
◆㈱ＡＣＥ21
◆古河カラーアルミ㈱
◆古河スカイ滋賀㈱
◆PT.Furukawa Indal Aluminum
◆東日本鍛造㈱
◆㈱ニッケイ加工
◆古河スカイテクノ㈱
◆㈱エルコンポ
◆スカイサービス㈱
◆㈱システムスカイ
◆古河（天津）精密鋁業有限公司
◆Furukawa-Sky Aluminum (Vietnam) Inc.
FS グリーンネット㈱
ニッパク加工サービス㈱
ニッパク産業㈱
PennTecQ, Inc.（米国）
AFSEL S.A.（ギリシア）

製品の販売

※ 親会社
◆ 連結子会社

(注)１ ニッパクホイル加工㈱は平成 19 年５月 28 日付で解散いたしました。

（訂正後）
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（古河スカイ株式会社）
、子会社 18 社及び関連会
社２社により構成されており、アルミニウム及びアルミニウム合金の圧延製品の製造・販売を中心に、
アルミニウム及びアルミニウム合金の鋳物製品・鍛造製品の製造・販売、その他アルミニウムを主な素
材とする製品の加工・販売を主な事業として行っております。
また、当社は親会社である古河電気工業株式会社を中心とする企業グループのなかで、アルミニウム
製品の製造・販売を行う企業であります。
当社は単一セグメントでありますが、主要な事業内容から以下の区分を行っており、それぞれの事業
区分における当社及び関係会社の位置づけを示します。
(1）アルミニウム圧延
板圧延と、押出とに大別され、グループの製造・販売拠点としては、下記のとおりです。
＜板圧延＞
福井工場・深谷工場・日光工場・・・・・・・・・・・板圧延品の製造
日本製箔㈱及びその子会社・・・・・・・・・・・・・アルミニウム・銅の箔製品、箔加工品の
製造、販売
㈱ＡＣＥ２１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アルミニウム板の製造、販売
古河カラーアルミ㈱・・・・・・・・・・・・・・・・アルミニウム板製品の塗装
AFSEL S.A. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ アルミニウム板の販売
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（ギリシア）
Bridgnorth Aluminium Ltd.・・・・・・・・・・・・ アルミニウム板の製造、販売
（英国・シュロプシャー州）
＜押出＞
小山工場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アルミニウム押出製品の製造
古河スカイ滋賀㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・同上
PT.Furukawa Indal Aluminum・・・・・・・・・・・・アルミニウム押出製品の製造、販売
（インドネシア・東ジャワ州）
古河（天津）精密鋁業有限公司・・・・・・・・・・・同上
（中国・天津市）
(2）その他
＜鋳物製品、鍛造製品＞
鋳鍛工場（小山）
・・・・・・・・・・・・・・・・・精密鋳物製品、熱間鍛造品の製造、加工
Furukawa-Sky Aluminum (Vietnam) Inc.・・・・・・・精密鋳物製品の製造、加工、販売
（ベトナム・ホーチミン市）
東日本鍛造㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冷間鍛造製品の製造、加工
＜加工品＞
㈱ニッケイ加工・・・・・・・・・・・・・・・・・・アルミニウムその他金属材料の加工、販
売
古河スカイテクノ㈱・・・・・・・・・・・・・・・・同上
＜その他の事業＞
スカイサービス㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・構内製造作業請負、アルミスクラップ処
理
㈱エルコンポ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・運送取扱、倉庫業、包装資材開発・製造・
販売
㈱システムスカイ・・・・・・・・・・・・・・・・・システム開発、管理、販売
FS グリーンネット㈱・・・・・・・・・・・・・・・・構内美化作業・事務作業請負
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（事業系統図）

得

意

先

製品の販売

当

原材料の供給

製品の購入
社

外注加工

各種サービス
（物流サービス、
工場内緑化、シス
テムサービス等）

※古河電気工業㈱
◆日本製箔㈱
◆日本金属箔工業㈱
◆㈱ＡＣＥ21
◆古河カラーアルミ㈱
◆古河スカイ滋賀㈱
◆PT.Furukawa Indal Aluminum
◆東日本鍛造㈱
◆㈱ニッケイ加工
◆古河スカイテクノ㈱
◆㈱エルコンポ
◆スカイサービス㈱
◆㈱システムスカイ
◆古河（天津）精密鋁業有限公司
◆Furukawa-Sky Aluminum (Vietnam) Inc.
△Bridgnorth Aluminium Ltd.
FS グリーンネット㈱
ニッパク加工サービス㈱
ニッパク産業㈱
PennTecQ, Inc.（米国）
AFSEL S.A.（ギリシア）

製品の販売

※ 親会社
◆ 連結子会社
△ 持分法適用関連会社

以 上

このプレスリリースは、本公開買付けに関する訂正内容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。
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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