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報道機関 各 位 
2006 年 5 月 18 日 

 ダイキン工業株式会社 
 

 
 
 
 
 
ダイキン工業株式会社（本社：大阪市、取締役会長兼ＣＥＯ 井上礼之、以下「ダイ

キン」）は、本日開催の取締役会において、互いの強みと特徴を活かしたグローバルな

一大事業展開をめざし、空調事業及びフィルター事業を全世界的に展開しているマレー

シア企業 OYL インダストリーズ社（ O.Y.L. INDUSTRIES BHD、本社：クアラルンプー

ル、以下「OYL」）の買収（以下「本件買収」）を決議し、本日 OYL の主要株主と株式

譲渡契約を締結いたしました。 
 
 

１．本件買収の概要 
 
本件買収は、OYL の普通株式 1 株あたり 5.73 マレーシアリンギット(約 175 円)で、OYL

の株式の 100％取得をめざすものであり、100％取得した場合の買収金額総額は 7608 百

万マレーシアリンギッド（約 2320 億円1）になる予定です。本件買収は、下記の２段階

で実施する予定です。 

①相対取引での株式譲渡 

OYL の発行済株式総数の約 40.0%を保有する筆頭株主で、マレーシア財閥ホンレオ

ン（Hong Leong）グループ傘下のマレーシア非公開企業であるホンレオンセクレタ

リアルサービス（Hong Leong Secretarial Services Sdn. Bhd.2）、および OYL 取締役社

長兼 高経営責任者で OYL 発行済株式総数の約 5.2%を保有するリュウ・ワン・ミ

ン（Mr. Liu Wan Min）氏（以下両者を合わせて「売主ら」といいます。）からの相

対取引での株式取得を予定しております（合計約 45.2%）。 
取得金額は約 3441 百万マレーシアリンギット（約 1050 億円）です。 

②残余株式の公開買付3（約 54.8％） 
全て買い付けることができた場合の買取金額は約 4167 百万マレーシアリンギット

（約 1270 億円）となる予定です。 
                                                  
1 本資料ではマレーシアリンギッド・日本円の為替レートを１マレーシアリンギッド 30.5 円で換算しています。 
2 Sdn. Bhd.は Sendrian Berhad の略称でマレーシアにおける非公開の株式有限責任会社の意味です。 
3 マレーシア公開買付制度上、買付け後に当社が OYL の発行済株式総数の 50%超を取得することが、公開買付成立の

条件となります。 

ダイキン工業がグローバル大手空調メーカーOYL を買収 

～総額２３２０億円の買収～ 
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本件買収は、マレーシアの関係官庁の承認取得、関係当事国の独占禁止法上の手続完

了等を条件として、実行されることになりますが、上記①の株式譲渡の実行は本年 7 月

初め頃、上記②の公開買付の応募株主への対価の支払い決済（クロージング）は本年 9
月下旬頃を予定しております4。 

 
２．ＯＹＬについて 

OYL はマレーシアに本社をおき、空調事業、業務用フィルター事業を全世界に幅広く

展開するグローバル企業です。同社は 1974 年に設立され、1990 年にホンレオン・グル

ープ傘下にはいりました。1994 年に米国に拠点をもつ空調メーカー、マッケイ・インタ

ーナショナル社（McQuay International：旧 SnyderGeneral 社）を買収し、これを機にグロ

ーバルな事業展開を加速してきました。現在グローバルアプライド（大型業務用空調）

事業で世界４位、業務用フィルターで世界３位の地位を占めるグローバル企業であり、

2005 年 6 月期の売上高は約 1,680 億円、営業利益は約 115 億円です。 

なお、ホンレオン・グループは 1963 年に創立され、金融業、不動産業、空調事業、

半導体事業、流通事業を含むマレーシア 大級の財閥です。グループ 総帥を務めるク

ウェック・レン・チャン（YBhg Tan Sri Quek Leng Chan5）氏は現在 OYL 会長も務めて

おられます。 
 
３．当社の世界戦略と本件買収の意義 

1) 空調事業環境の認識 

欧州、BRICs 等での普及率の高まり、高普及率の日本、米国でのハード＋ソフト・シ

ステム・メンテナンスというソリューションビジネス拡大、地球環境対応としての省エ

ネニーズの高まりや、自然冷媒化の潮流による新たなハード機器需要の創出など、グロ

ーバルな空調事業は成長産業であり、今後大きな市場成長が見込まれています。一方で、

グローバルな業界再編が進行しており、グローバルレベルでの競争力の強化が、今後ま

すます不可避となります。 

こうした経営環境の認識の下で、当社は新市場展開、事業領域拡大を図る様々な施策

を推進しています。本件買収により、互いの強み・弱みを補完し、空調業界の再編・淘

汰に先手を打ち、グローバル No.1 の総合空調メーカーの実現を目指します。 
 

2) ダイキン、OYL の特長と買収による発展の方向 

当社は、ダクトレス空調、特に高機能空調機の商品・技術力に強みを有しています。OYL
はアプライド事業の商品・技術力とソフト・エンジニアリング、ローコスト空調機のコスト競争力
                                                  
4 マレーシアその他関係当局の許認可手続き、公開買付の状況、独禁法上の許認可手続き等の進行によって前後する場合

があります。 
5 YBhg はマレーシアにおける尊称、おなじく Tan Sri は栄誉称号です。 
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と生産技術力に強みを持っています。また、地域で見ると、当社は日本、欧州、アジアに強い

事業基盤を持ち、OYL は北米、アジアに強みを有しています。 
本件買収により、互いに相手の強みを取り入れ、それぞれの課題を克服し、強みをさ

らに磨き上げることが可能になると考えております。 

例えば、当社はダクトレス空調で昨年参入した 大空調市場である北米での事業展開

や米系競合先が独占していたグローバルアプライド事業の展開、さらにはインド・ロシ

ア・ブラジル等の新興市場に対する本格的な事業展開が加速できると期待しております。

この結果、グローバル８極（日本、欧州、アジア・オセアニア、中国、北米、中南米、

インド、中近東・アフリカ）展開をめざす当社グループにとって、大きなシナジーの創

出と戦略展開のスピードアップが可能になると考えております。 

また、OYL にとりましても、中長期的な視点からの開発力、特に省エネや冷媒規制を

はじめとした環境対応、高機能・高付加価値の商品開発力に課題を持つ中で、当社の高

い技術力、商品力、販売力を融合した新たな事業展開の結果、自社単独での展開に比し

て、より大きな成長発展が可能になると予想されます。 

さらに、両社が持つ事業基盤の上に、互いの技術差別性や事業ノウハウを活かした新

たな商品・技術開発、時代対応としてのソリューションビジネス展開、新興市場をはじ

めとした新市場展開などを加速し、グローバル No.1 のポジションを目指します。 
 
3) 本件買収の成果 

本件買収は、当社グループの戦略推進上、大いなる成果を見込んでおります。当社と

しては、本件買収により OYL 発行済株式の１００％取得ができた場合、シナジーとし

て、販売・生産拠点の統廃合、集中購買・共同購買、両社販売ルートを活用した相手商

品の販売など、現時点で定量化できるものは、３年後の 2009 年度に年間で 100 億円か

ら 150 億円（税引き前利益）程度の効果を予想しておりますが、それに加えて、より大

きなシナジーの創出をめざしたテーマの具体化を進めております。 
例えば、既述の OYL を橋頭堡とした北米事業の拡大展開、グローバルなアプライド

事業の拡大発展、ローコスト商品展開も含めた新興市場への本格参入に加えて、業務用

フィルター事業による当社フッ素化学事業とのシナジーの発揮、グローバル冷凍・低温

事業の拡大発展など、現時点では具体化できていない戦略テーマ、定量化できていない

シナジーがあると考えております。これら戦略重点テーマを早期に具体化し、成果の一

層の拡大をはかります。 
 

４． 本件買収の収益性 

 買収資金の負担により、有利子負債比率など財務体質は一時的に悪化する見込みです

が、OYL の利益水準が比較的高いこともあり、暖簾償却の影響を加味しても、一株当た

り利益など収益面の短期的な影響は小さく、早期の収益拡大を見込んでおります。今後

OYL 業績の拡大、買収によるシナジーの具体化により、財務体質の改善と一層の収益向
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上をめざします。なお、本件買収の、ＲＯＩ（投資利益率）は 10%強、投資回収期間は

13 年強を見込んでおります。これに加え、今後のシナジーの具体化と拡大により、さら

なるＲＯＩの向上、回収期間の短縮をめざします。 

また、現時点では本年度下期からの連結を前提に、本年度の売上・利益の影響は OYL
業績の半年分を予定していますが、本件買収の進捗及び公開買付の結果等により、連結

開始時期およびその内容が変動すること、OYL と当社の決算月が異なることなどから、

今期業績につきましては、詳細が確定した段階で別途お知らせします。 

 
５．買収資金の調達 

本件買収に伴う資金調達につきましては、当面は手持ち資金および借入金にて賄う予

定であり、資金的な手当ては確保できております。 
将来的には、当社事業計画及び資金需要全体と合わせ、当社株式、格付けなどへの影響

も十分考慮した上で、当社の経営状況、財務状況、市場動向などを勘案しながら、必要に応じ

て、増資、転換社債、外部借入れを含めた最適な資金調達手段を実行する予定です。 
 
６． 買収価格の評価 

1 株あたり 5.73 マレーシアリンギットの買取予定価格は、OYL 株式のクアラルンプー

ル証券取引所における平成 18 年 5 月 12 日時点の直近 1 ヶ月平均株価に約 22%のプレミ

アムを加えた金額になります。 

 
７． 買収後の事業運営 

本件買収成立後、OYL は当社の連結子会社として存続する予定です。当社から一部幹

部の派遣は検討しておりますが、当面は現行 OYL の組織機構の下、現経営陣によるオ

ペレーションを基本とします。互いの自主性を尊重しながら、交流し、学習し合いなが

ら、一体となって買収シナジーの極大化をめざします。具体的には、ダイキン・OYL 両

社による統合委員会を発足し、早期に共同スタディーを開始する予定です。 
また、OYL の企業文化、伝統を尊重しつつ、当社の「社是」「グループ経営理念」を

説明し、その理解を求め、これらを共通の価値観にグループとしての一体感の醸成と企

業文化の融合をはかり、第３の企業文化の創造をめざします。同時に、本件買収によっ

て OYL 含めた当社グループの目指す姿を明快に示し、OYL 経営陣及び従業員との共有

化を図ります。 
以上 

【お問合せ先】 

ダイキン工業株式会社 

（本社） 広報部 ＴＥＬ：０６－６３７３－４３４８ 

（東京） 広報部 ＴＥＬ：０３－６７１６－０１１２ 
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【参考①：取得株式数、取得金額及び取得前後の所有株式数の状況と今後の予定】 
 
1)当社の取得株式数、取得金額及び取得前後の所有株式数の状況 

 (1) 異動前の所有株式数 0 株 （所有割合 0%） 

 (2) 取得株式数 600,526,130 株 （取得金額 約 1050 億円） 

 (3) 異動後の所有株式数 600,526,130 株 （所有割合 約 45.2%） 

 (4) 公開買付株式数 未定 （取得金額 未定） 

 (5) 公開買付後の所有株式数 未定 （所有割合 未定） 
 
2)今後のスケジュール（予定）  
以下のスケジュールにて、手続が行なわれることを想定していますが、本件買収は、

マレーシア関係官庁等の必要な許認可の取得状況、公開買付の状況、独占禁止法上の手

続の進捗状況、契約所定の条件の成否等の諸事情により、変更される可能性があります。 
 

 2006 年 7 月初め：  売主らからの譲渡実行及び公開買付手続開始（見込み） 

同年 7 月中旬（見込み）： 公開買付手続に基づく OYL 取締役会及び株主に対する

   届出書交付 

同年 9 月中旬（見込み）： 公開買付終了 

同年 9 月下旬（見込み）： 応募株主に対する対価支払い決済 
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【参考②：O.Y.L. Industries Bhd1. の概要】 
 (1) 商号  O.Y.L. INDUSTRIES BHD 

 (2) 代表者  会長 タン・スリ・クウェック・レン・チャン 

 (3) 所在地  Level 9, Wisma Hong Leong, 18 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur 

 (4) 設立  1974 年 2 月 4 日 

 (5) 主な事業内容 投資持株会社として、子会社を通じて空調機器、冷凍器、業務用

フィルターなどを製造、販売。 

 (6) 決算期  6 月 

 (7) 従業員数  10,398 人（2005 年 6 月時点） 

 (8) 主な事業所 米国ミネソタ州ミネアポリス、米国ケンタッキー州ルイビル、 
英国ケント州ダートフォード等 

 (9) 資本の額  139 百万ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞｯﾄ（約 42 億円）（2005 年 6 月時点） 

 (10) 発行済株式数 1,327,804,450（2006 年 3 月 17 日時点、金庫株を除く） 

 (11) 大株主構成及び所有割合（2006 年 3 月 17 日時点） 
   1. Hong Leong Secretarial Services Sdn Bhd  40.0% 
   2. Liu Wan Min      5.2% 
   3. EPF（被雇用者積立基金）    4.7% 
    4. Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd   2.4% 
   5. Citigroup Nominees (Asing) Sdn Bhd   2.1% 
   6. Atora Sdn Bhd      1.9% 
   7. Malaysia Nominees (Tempatan) Sdn Bhd   1.6% 
   8. Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd   1.4% 
   9. Amanah Raya Nominees (Tempantan) Sdn Bhd  1.2% 
  10. Lembaga Tabung Haji     1.2% 

 (12) 総資産  3,665 百万ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞｯﾄ（約 1,118 億円）（2005 年 6 月時点） 

 (13) 近事業年度における業績の動向 
 2004 年 6 月期実績 2005 年 6 月期実績 

 百万ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞｯﾄﾞ 億円 百万ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞｯﾄﾞ 億円

売 上 高 4,962 1,513 5,516 1,682
営 業 利 益 451 138 377 115
当 期 利 益 305 93 274 83

 (14)地域別の売上高（2005 年 6 月期） 
      北米 39％、アジア・中国 34％、欧州 27％ 
                                                  
1 Bhd は Berhad の略称でマレーシアにおける公開の株式有限責任会社の意味です。 
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【参考③：ダイキン工業株式会社について】 
 
 (1) 所在地  大阪市北区中崎西 2 丁目 4 番 12 号梅田センタービル 

 (2) 設立：  1934 年 2 月 11 日 

 (3) 資本金：  28,023 百万円 

 (4) 連結売上高： 792,857 百万円 

 (5) 連結総資産： 719,382 百万円 

 (6) 代表者：  取締役会長 井上礼之 

 (7) 決算期：  3 月 

 (8) 連結従業員： 21,996 名（2006 年 3 月時点） 

 (9) 業績の推移 
 2006 年 3 月期実績 2007 年 3 月期予想 
 百万円 百万円 

連 結 売 上 高 792,857 880,000 
連 結 営 業 利 益 67,077 76,000 
連 結 当 期 利 益 40,708 43,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）本文書は、一般公衆に向けられたプレスリリースであり、当社株式の勧誘を構成するものでは

なく、いかなる投資家も本書に依拠して投資判断を行うことはできません。当社株式への投

資を検討する投資家は、当社の有価証券報告書に含まれるリスク情報その他の情報を熟慮し

た上でかかる判断を行う必要があります。 

本文書は多くのリスクおよび不確定要素を含むいくつかの将来に関する記述を含んでいます。

多くの事項が当社の実際の結果、業績又は当社の属する産業に影響を与える結果、将来に関

する記述で明示又は黙示に示される当社の業績と実際の将来の数値とは大きく異なることが

あります。 
 


