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米国 Resonant 社買収に関する契約締結 
及び株式公開買付けの開始予定に関するお知らせ 

 
当社は、米国子会社の Murata Electronics North America, Inc.（以下「MENA」といいます）が、RF

フィルタのデザインに関するリーディングカンパニーである Resonant Inc.（本社：米国テキサス州、

Chairman & Chief Executive Officer：George B. Holmes、以下「Resonant 社」といいます）との間で、

Resonant 社を買収することで合意し、2022 年 2 月 15 日（日本時間）に合併契約（以下「本契約」といい

ます）を締結しましたので、お知らせいたします。 
本契約における合意内容に基づき、MENA の 100%子会社として新たに設立された買収目的子会社であ

る PJ Cosmos Acquisition Company, Inc.（以下「公開買付者」といいます）を通じて、 Resonant 社に対

して、現金による株式公開買付け（以下「本公開買付け」といいます）を実施し、その後、Resonant 社を

存続会社とする公開買付者と Resonant 社の現金対価での吸収合併を実施します（以下、本公開買付けと併

せて「本買収」と総称します）。 
当社および Resonant 社の両取締役会は本買収を既に承認しております。なお、本買収の実行は、米国独

占禁止法に基づく条件の充足その他一般的な前提条件の充足を前提としており、2022 年 3 月下旬に完了す

ることを予定しております。 
 

１．本買収の目的等 
（１）本買収の目的 
当社と Resonant 社は、当社 2019 年 10 月 3 日付プレスリリースの通り、Resonant 社の「XBAR®技術」

*を用いて当社が特定の周波数に対応する高周波フィルタを独占して開発する契約を締結し、共同開発を進

めてまいりました。本買収により、当社がこれまで SAW フィルタや I.H.P. SAW フィルタなどの電子部品で

培ってきたフィルタ技術やプロセス技術、モノづくり力を Resonant 社が有する XBAR 技術と融合させ、さ

らに優れた高周波フィルタを提供し、通信市場におけるマーケットリーダーとしての地位をより強固なもの

にできると考えております。 
*圧電単結晶薄膜を活用する高周波・高耐電力対応が可能なフィルタ技術 

  
（２）二段階買収に関する事項 

本公開買付け終了後、公開買付者と Resonant 社は、Resonant 社を存続会社として吸収合併し、

Resonant 社は当社の間接的な完全子会社となります。 
 
２．本公開買付けの概要 
（１）買付期間（予定） 

本公開買付けは、Resonant 社との本契約締結の日から 10 営業日以内に開始される予定で、開始後最短

20 営業日で終了します。 
 

（２）買付けを行う株券等の種類 
普通株式 



 
（３）買付価格 

普通株式 1 株当たり 4.5 米ドル 
 
注）買付価格は、Resonant 社の XBAR 技術の潜在的価値及び当社高周波フィルタ事業とのシナジー等

を総合的に勘案しつつ、第三者の専門家からの助言などを参考にし、Resonant 社との交渉を経て決定

しています。 
 

（４）買付けに要する資金 
約 300 百万米ドル（約 336 億円*） 
Resonant 社の発行済株式全ての買付け、オプション、Restricted Stock Unit その他証券に関する支払

いを行うために要する金額を記載しています。本買収のための資金については、MENA の手元資金で充

当する予定です。 
*1米ドル＝112円として換算 

 
（５）買付けの条件 

本公開買付けは、米国独占禁止法による待期期間の終了または早期の解消、その他同種の取引に通常規

定される各種条件を満たすことを前提に行われることになります。 
 

３．下限応募株式数 
公開買付者は、その関係会社等の既保有分と合わせて Resonant 社の発行済み普通株式の 50％超となる

株式の応募があった場合に本公開買付けを実行します。 
 

４．本買収による当社グループ保有のResonant 社株式数の異動 
本公開買付け前保有株式割合 約 4.2％ 
本買収後保有株式割合    100％ 

 
５．対象会社の概要 

（１） 名 称 Resonant Inc.（NASDAQ：RESN） 
（２） 所 在 地 10900 Stonelake Blvd, Suite 100, Office 02-130, Austin, Texas 78759 
（３） 代表者の役職・氏名 Chief Executive Officer and Chairman George B. Holmes 
（４） 事 業 内 容 高周波フィルタ及びそのシミュレーションソフトウェアの開発、設計 
（５） 資 本 金 59 千米ドル 
（６） 設 立 年 月 日 2012 年 5 月 
（７） 発 行 済 株 式 総 数 65,710,592 株（2021 年 11 月 8 日時点） 

（８） 
上場会社と当該会社 
と の 間 の 関 係 

資 本 関 係 
当社米国子会社である MENA は、当該会社の発行済

株式の約 4.2％を保有しています。 
人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 
XBAR 技術に関する、開発及びライセンス契約を締結

しています。 
（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 
決算期 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 
連結純資産 22,898 千米ドル 9,756 千米ドル 25,053 千米ドル 
連結総資産 26,244 千米ドル 18,147 千米ドル 32,730 千米ドル 
連結売上高 524 千米ドル 735 千米ドル 3,160 千米ドル 
連結営業利益 △25,293 千米ドル △30,159 千米ドル △28,467 千米ドル 
連結当期純利益 △24,816 千米ドル △29,928 千米ドル △28,414 千米ドル 

 
 



６．今後の見通し 
本買収が成立した場合、Resonant 社は当社の連結子会社となります。これに伴う連結業績に与える影響

については本買収の進捗状況に応じ、速やかに開示します。 
 

７．その他 
当社の財務アドバイザーは、みずほ証券株式会社、法務アドバイザーは北浜法律事務所、Gibson, Dunn 

& Crutcher LLP、Covington & Burling LLP 及びAkin Gump Strauss Hauer & Feld LLP です。 
 
なお、本公開買付けに関する詳細情報については、米国証券取引委員会（SEC）のウェブサイト

（https://www.sec.gov/）に掲載される予定です。 
 

以 上 
 
 
 

将来予測に関する注意事項 

本資料には、MENA による Resonant 社の買収に関する「将来予測に関する記述」が含まれています。かか

る将来予測に関する記述は、「考えます」、「かもしれません」、「つもりです」、「はずです」、「予想します」、

「目標」、「戦略」、「潜在的に」、「予測します」、「継続します」、「予期します」、「意図します」、「可能性があ

ります」、「するであろう」、「推定します」、「計画します」、「期待します」、「求めます」といった用語や類似

の表現及びその変化形により特定される場合があります。これらの表現は、将来予測に関する記述を特定す

ることを意図するものです。当社は、かかる将来予測に関する記述にあたり、当社及び Resonant 社の財務

状況、事業運営の結果、事業戦略、短期及び長期の事業運営及び目標並びに財務的な必要性に影響を与える

可能性があると考える将来の出来事及び傾向に関する現在の予測及び推定を基礎としています。重大な未知

のリスク又は不確定要素が顕在化した場合には、将来において実際に生じた結果、業績及び成果が、将来予

測に関する記述において推測され、推定され又は予見されていたものと大きく異なるものになり得ます。か

かるリスク及び不確定要素には、MENA 及び Resonant 社が本契約で予定されている取引を予定されている

期間内に完了する能力（本契約に規定されている公開買付けの条件その他の条件を満たすための各当事者の

能力、Resonant 社に対する本買収の潜在的な影響、本取引及び合併後の会社への第三者の参加、本取引に

関する株主訴訟により多額の防御費用、補償責任及び債務が生じるリスク等）、Resonant 社の株主のうちど

の程度が本公開買付けに応募するかに関わる不確実性、競合する公開買付け又は買収提案がなされるリスク、

その他、米国証券取引委員会（以下「SEC」といいます）に提出され、SEC のウェブサイト

（www.sec.gov）において入手可能な、Resonant 社の 2020 年 12 月 31 日に終了した事業年度に関する

Form 10-K 年次報告書及び 2021 年 9 月 30 日に終了した四半期に関するForm 10-Q 四半期報告書の「リス

クファクター」及び「経営者による財務状況・経営成績の分析」の章に記載されたリスク及び不確定要素が

含まれますが、これらに限られません。本資料に含まれる情報は、本日時点のものであり、当社は、法律に

より要求される場合を除いては、本日以降の出来事や状況を反映するために将来予測に関する記述を修正し、

又は更新する義務を負いません。 
 
本買収に関するその他の情報の閲覧方法 

本買収に伴い、MENA は、Resonant 社の発行済み株式に対する公開買付けを開始する予定です。公開買付

けはまだ開始されておりません。本資料は、情報提供のみを目的としており、Resonant 社株式の買付けの

応募又は売付けの募集を勧誘するものではなく、MENA 又は MENA の買収子会社が公開買付け開始にあた

り、SEC に届け出る公開買付関連書類に代替するものでもありません。本公開買付けが開始される際には、

MENA は、SEC に対して Schedule TO による公開買付関連書類を届け出、Resonant 社は、本公開買付け

に関する Schedule 14D-9 による勧誘/推奨説明書を届け出る予定です。公開買付届出書（買付提案、送達状、

その他の公開買付関連書類を含みます）及び本公開買付けに対する勧誘/推奨説明書は、重要な情報を含んで

おります。これらの書類は、Resonant 社の普通株式の保有者が株式の応募に関する意思決定をする前に考

http://www.sec.gov/


慮すべき重要な情報を含んでおりますので、Resonant 社の普通株式の保有者は、これらの書類（随時修正

又は補足がなされる可能性があります）が入手可能になった際に注意して読むようにしてください。買付提

案、送達状、その他の公開買付関連書類及び勧誘/推奨説明書は、Resonant 社のすべての株主に対して無償

で提供されます。公開買付書類及び勧誘/推奨説明書は、SEC のウェブサイト（www.sec.gov）においても無

料で閲覧可能です。 
 
買付提案、送達状、その他の関連公開買付書類、及び勧誘/推奨説明書に加えて、Resonant 社は、年次報告

書、四半期報告書、特別報告書、その他の書類を SEC に提出しています。これらの SEC への報告書は、

SEC のウェブサイト（www.sec.gov）において入手可能です。 

http://www.sec.gov/
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