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平成 28年 1月 15日 

各 位 

会 社 名 株式会社ハイレックスコーポレーション 

代表者名 代表取締役社長   寺 浦   實 

（コード番号 7279 東証第 2部） 

問合せ先 代表取締役副社長 中 野 充 宏 

 （TEL 0797-85-2500） 

Lames S.P.A.の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

当社は、平成 28年 1月 15日開催の取締役会において、Lames S.P.A.（以下「Lames」とい

います。）の株式を取得し子会社化することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

記 

1. 株式の取得の理由

当社は、当社の主力事業の一つであるウインドレギュレータ等を製造及び販売していま

す。Lames は、ウインドレギュレータ、ドアモジュールの製造及び販売をしている会社で

す。 

 当社は、平成 27年７月頃、Lames より同社の株式取得の要請を受け、デューディリジェ

ンスを実施すること等により、同社の今後の成長可能性等について検討してきました。 

Lames は、平成 27 年７月にコンコルダット（日本でいう民事再生）を申請しています。

しかし、同社はウインドレギュレータ、ドアモジュールの製造及び販売分野において高度

な技術・ノウハウを有していること、当社と取引のない欧州自動車メーカーとの取引がで

きることから欧州自動車市場のシェア拡大が見込めると判断し、当該要請を受けることと

しました。 

これにより、当社は Lames の発行済株式の 100.0％を株主全員から取得し同社を子会社

化することとなり、当社は同社を連結子会社化することとなります。また、当社は同社を

連結子会社化した後、イタリア・ジェノヴァの裁判所による許可を条件として、同社の新

株を引き受けることを予定しています。 

2. 異動する子会社（Lames）の概要（予定）

(1) 名称 Lames S.P.A. 

(2) 所在地 Chiavari(GE),via San Rufiro 29,16043（Italy） 

(3) 代表者の役職・氏名 President of the Board・Nicola Pellegri 

(4) 事業内容 ウインドレギュレータ、ドアモジュールの製造及び販売 

(5) 資本金 10,665 千ユーロ（1,364 百万円相当額） 

(6) 設立年月日 平成 10年２月 28日 

(7) 大株主及び持株比率 

氏名又は名称 持株比率(％)

Luca Pellegri 34.33

Nicola Pellegri 34.33

Federica Pellegri 29.33
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(8) 上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

(9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

 （参考：Lames の最近３年間の経営成績及び財政状態） （単位：百万円未満切捨て） 

決算期 平成 24年 12 月期 平成 25年 12 月期 平成 26年 12 月期 

純資産 1,380 △6,721 △6,673 

総資産 14,200 7,243 6,309 

1 株当たり 

純資産（円） 

129 △630 △625 

売上高           11,951 10,712 10,364 

営業損益              413 962 △1,059 

経常損益  35 △8,120 △1,098 

当期純損益 △83 △7,894 △371 

1 株当たり 

当期純損益（円） 
△7 △740 △34 

1 株当たり 

配当金（円） 
― ― ― 

 

（注１）資本金の額並びに経営成績等の数値は、127.90 円/ユーロで円換算しています。 

（注２）Lames は、セルビア共和国に Lames d.o.o.、中華人民共和国に Shenyang Lames 

Autoparts Company,Ltd.及び Shanghai Lames Autoparts Company,Ltd.の子会社を

有しています。  

 

3. 株式を取得する相手先の概要 

(1)  氏名 Luca Pellegri 

(2) 住所 スイス ローザンヌ市 

(3) 上場会社と当該個人

の関係 

該当事項はありません。 

 

(1) 氏名 Nicola Pellegri 

(2) 住所 イタリア キアヴァリ市 

(3) 上場会社と当該個人

の関係 

該当事項はありません。 

 

(1) 氏名 Federica Pellegri 

(2) 住所 イタリア キアヴァリ市 

(3) 上場会社と当該個人

の関係 

該当事項はありません。 

 

(1) 氏名 Paolo Marcionne 

(2) 住所 イタリア キアヴァリ市 

(3) 上場会社と当該個人

の関係 

該当事項はありません。 
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4. 取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 0株 

（議決権の数：0個） 

（所有割合：0％） 

(2) 取得株式数 10,665,000 株 

（議決権の数：10,665,000 個） 

（発行済株式数に対する割合：100.0％） 

(3) 取得価格 総額：19百万ユーロ（日本円相当額 2,430 百万円） 

（内訳） 

株式売買代金 18.4 百万ユーロ（同 2,353 百万円）

子会社取得に要す

る手数料、報酬その

他費用の概算額の

合計 

600 千ユーロ（同 76百万円） 

 

(4) 異動後の所有株式数 10,665,000 株 

（議決権の数：10,665,000 個） 

（所有割合：100.0％） 

（注３）取得価格は、127.90 円/ユーロで円換算しています。 

（注４）株式売買代金は、第三者専門家による EBITDA をもとに算出した企業価値に当社が引

継ぐ予定の負債を控除する方法で算出し、売主との交渉にて決定しています。 

なお、当社は、上記株式の譲受けによる子会社化の後、イタリア・ジェノヴァの裁判所によ

る許可を条件として、10百万ユーロの増資引受け及び 10百万ユーロの長期貸付を実行するこ

とを予定しています。 

 
5. 日程 

(1) 取締役会決議 平成 28年 1月 15日 

(2) 株式譲渡契約・増資契約締結 平成 28年 1月 15日 

(3) 株式譲渡実行日 平成 28年 8月以降を予定しています。 

（注５）株式譲渡実行日は、Lames の再建計画の裁判所による決定が、平成 28年８月初旬に

予定されており、この決定結果をもって当該契約を実行することとなります。この

際には、改めて適時開示する予定であります。 

 
6. 今後の見通し 

  本件が、今後（平成 28年 10 月期以降）の連結業績に与える影響につきましては、軽微

と見込んでおりますが現在精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やか

にお知らせいたします。 

（ご参考）当期連結業績予想（平成 27年 12 月 11 日公表分）及び前期連結実績 

 

連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 

親会社株主に 

帰属する 

当期純利益 

 

当期業績予想 

（平成 28年 10 月期） 

百万円

241,800

百万円

20,750

百万円 

21,890 

百万円

13,930

前期実績 

（平成 27年 10 月期） 
239,131 17,381 20,626 13,432

以 上 


