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Cleveland Golf Company, Inc. 全株式の取得契約締結について 

 

本日（日本時間）、当社は Quiksilver,Inc. (本社:米国カリフォルニア州、CEO: Robert B. McKnight Jr.、以

下「クィックシルバー社」)との間で、ゴルフクラブメーカーCleveland Golf Company, Inc. (本社:米国カリフォルニ

ア州、CEO: Greg Hopkins、以下「クリーブランド社」)の全株式を現金にて取得 (以下「本件買収」)することにつ

いて株式取得契約（以下「本買収契約」）を締結しましたのでお知らせいたします。 

クリーブランド社は、世界 大規模(当社推定)の米国市場において第 5 位1のゴルフクラブメーカーです。

特にウェッジ2においては、強力なブランド力によってトップ3のマーケットシェアを有し、世界的にもゴルファー

より高い人気を得ております。米国に次ぐゴルフクラブ市場規模(当社推定)を有する日本においてトップシェ

ア4を誇る当社としましては、本件買収を通じて米国市場における事業基盤の強化が可能となり、世界での事

業展開を加速できることになります。 
 

1. 買収の目的及び意義 

当社は、「ダンロップ」ブランドを中心としたゴルフ・テニス用品の製造・販売を行う国内有数の上場スポーツ

用品事業会社です。特にゴルフ用品事業分野におきましては、昭和 5 年に当社の前身である住友ゴム工業

㈱スポーツ事業部門によって日本で初めてゴルフボールの生産を開始して以来、主に日本、韓国、台湾に

おいて積極的に事業を展開してまいりました。それに加えて、平成 8 年のマレーシアを皮切りに、順次米国、

英国、豪州に販売会社を設立して、「スリクソン」をハウスブランドとするグローバル展開を進めております。 
 

日本国内のゴルフ市場が今後大幅な拡大が見込みづらい現在の厳しい事業環境において、ここ数年来、

海外売上高の拡大が成長戦略の 重要事項となっておりました。本件買収により、世界 大の市場である

米国における事業基盤の強化・マーケットプレゼンスの向上が可能となり、更なる飛躍につながるものと判断

いたしました。 
 

昭和 54 年創業のクリーブランド社は、その創意溢れる製品開発力が特長で、ゴルファーに高いブランド認

知を誇るとともに、多くのファンを獲得しており、米国市場でのゴルフクラブのマーケットシェアでは第 5 位とい

うポジションを占めております。特にウェッジの人気は高く、過去 10 年以上トップ5のマーケットシェアを維持し

てまいりました。 なお、当社とクリーブランド社とは、従来より戦略的な話し合いを行ってまいりました。 
                                                 
1  平成 18 年の販売金額ベース（出所：Golf Datatech） 
2  100 ヤード(約 91m)程度以内の短い距離を打つためのゴルフクラブ。サンドウェッジやピッチングウェッジなど、打つ距離やボールの置

かれた状況にあわせた様々な種類がある 
3  平成 18 年の販売数量ベース （出所：Golf Datatech） 
4  平成 18 年の販売金額ベース （出所：ゴルフ産業白書 2007 年版/矢野経済研究所発行) 
5  平成 18 年の販売数量ベース （出所：Golf Datatech） 



 

 

 
本件買収による主な想定シナジーは以下の通りです。 

①両社の相互補完性 

クリーブランド社が展開する「クリーブランド」ブランドのゴルフクラブは、米国を中心に根強いファンを獲得

しております。特にウェッジの評価は高く、米国でのシェアは約 25%6とトップで、多くのツアープロにも使用さ

れています。一方、当社は国内ゴルフクラブ市場ではトップシェアを有しており、特にウッド・アイアンにおいて

高い評価を得ております。また、ゴルフボールの開発・生産を自社で行っております。 

このように当社とクリーブランド社は、強みを持つ品目や地域が相互に補完する関係にあり、本件買収によ

って、世界的に競争力の高い総合ゴルフ企業として成長することができるものと考えております。 

②技術開発力と販売網の強化 

クリーブランド社は独創的なアイデアを織り込んだウッド･アイアンクラブや、ゴルファーの多様な要求に応

えるウェッジを開発する手法や技術を有しております。本件買収により当社はこれらを獲得することになり、当

社が得意とするスーパーコンピューターを駆使したシミュレーション技術による開発と合わせ、あらゆるゴルフ

クラブで完成度をさらに高めることが可能になります。また両社の販売網を活用することで、両社の商品の拡

販が期待できます。 
 

2. 買収金額 

クィックシルバー社とは、クリーブランド社の企業価値を 132,500 千米ドル（約 152 億円*）とすることで合意

いたしました。 
 当社はクィックシルバー社及びクリーブランド社から開示された情報による買収監査等を通じて、クリーブラ

ンド社の資産内容・事業内容等について慎重に分析及び検討を重ねて参りました。本件買収の金額は買収

のシナジー効果や戦略的意義も勘案した上で、当社財務アドバイザーの助言を基に算定しており、妥当なも

のであると判断しております。  
* 本資料では、米ドル・日本円の為替レートを便宜上 1 ドルあたり 115.0 円で換算しております。 

 

3. 買収手法 

本件買収は、クリーブランド社発行済み全株式を現金により取得する予定です。 

 

4. 買収資金の調達 

本買収のための資金は、当社が保有する手元資金及び銀行からの新規借入金により充当する予定で

す。 

 

5. 本件買収の今後の予定 

本件買収のクロージングは、関係当事国の独占禁止法上の許認可取得を含む諸手続きを経て、本年末

までに行われる予定です。同時に、クリーブランド社は当社の特定子会社となります。状況等が変化した場

合を含め、確定した段階で速やかにご報告いたします。 

 

                                                 
6  平成 18 年の販売数量シェア （出所：Golf Datatech） 



 

 

6. 各社の概要 

 
Cleveland Golf Company, Inc.  
  
代 表 者： Greg Hopkins (CEO) 
所 在 地： 米国 カリフォルニア州 ハンティントンビーチ 
資 本 金： 25 百万ドル(平成 18 年 10 月期) 
出資比率： Quiksilver,Inc. 及び Rossignol Ski Company, Inc. 100％7 
売 上 高： 164 百万ドル(平成 18 年 10 月期) 
設  立： 昭和 54 年(1979 年) 
事業内容： 「Cleveland Golf」ブランドのゴルフクラブの製造及び販売 

 「Never Compromise」ブランドのパターの製造及び販売 
決 算 期： 10 月 
従業員数： 369 人(平成 18 年 10 月末、連結ベース)  

 
Quiksilver, Inc.  

 
代 表 者： Robert B. McKnight, Jr. (CEO) 
所 在 地： 米国 カリフォルニア州 ハンティントンビーチ 
資 本 金： 881 百万ドル(平成 18 年 10 月期) 
売 上 高： 2,362 百万ドル(平成 18 年 10 月期) 
設    立： 昭和 51 年(1976 年) 
事業内容： 「Quiksilver」ブランド等の衣料品・スポーツ用品の製造及び販売 

 「Rossignol」ブランド等のスキー、スノーボード用品の製造及び販売 
決 算 期： 10 月 
従業員数： 約 9,200 人(平成 18 年 10 月末、連結ベース)   
 

7. 業績に与える影響 

本年度の当社連結財務諸表における 終的な影響額については、現段階では未確定であります。確定

した段階で速やかにご報告いたします。  
 
   

以 上  
 
 

（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。 

 

                                                 
7  クィックシルバー社は、間接保有分も含めクリーブランド社の 100%株主になります。 


