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平成２２年１２月２０日  

各 位 

                    会 社 名 日 立 造 船 株 式 会 社 

                    代 表 者 名 取締役会長兼社長 古 川   実 

                    （コード番号 7004 東証・大証 各第１部） 

                    問 合 せ 先 常務取締役 総務･人事部長 神 谷 明 文 

                          TEL(06)6569－0013 

 

 

AE&E Inova AG の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 当社は、AE&E Inova AG（所在地：スイス）の株式を取得し、子会社化することを決定しましたので、

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 

  今般、当社が株式を取得し、子会社化する AE&E Inova AG（以下「Inova 社」といいます。）は、当社

が、昭和 35 年に、デロール式ごみ焼却炉の技術導入を受けたフォン・ロール社（当時）を前身として

おり、以後、当社は、本導入技術をもとに、日本市場等において多数のごみ焼却施設を受注・建設する

とともに、両社の技術提携関係のもと、燃焼・排ガス処理、熱回収等に係る技術の相互開発に努め、当

社および Inova 社は、日本、欧州のそれぞれにおける廃棄物処理施設市場において、確固たる地位を築

いてまいりました。 

  こうした中で、今般、Inova 社を実質的に所有する持株会社である A-TEC グループの破綻を受けて、

同グループ管財人により、Inova 社の事業継続を前提とした同社株式の売却が実施されることとなった

ため、当社としましても、今後の当社環境事業の発展に大きく資するものであるとの判断の下、これに

応じて、Inova 社の全株式を取得し、完全子会社化することとしたものであります。 

  当社は、現在、中国市場を中心に、廃棄物処理施設事業の海外展開を加速しておりますが、一方、欧

州市場におきましては、埋立処理から、熱回収に力点を置いた焼却処理へと需要が変化しており、廃棄

物処理施設市場の一層の伸張が見込まれる状況にあります。 

  こうした市場環境のもと、当社としましては、Inova 社を傘下に持つことで、欧州市場を確保し、さ

らには全世界マーケットを視野に入れた事業展開を図っていく所存であり、また、Inova 社の有する技

術・エンジニアリング力は、当社の長年培った技術との相乗効果により、今後の廃棄物処理事業の伸張、

技術優位性の確立に大きく貢献するものであると考えており、今後とも、廃棄物処理事業を通じて、豊

かな地球環境と社会基盤づくりに貢献してまいりたいと存じます。 
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２．異動する子会社（AE&E Inova AG）の概要 

（１） 名称 AE&E Inova AG 

（２） 所在地 Hardturmstrasse 127, 8005 Zürich, Switzerland 

（３） 代表者の役職・氏名 Georg Silbermann (Chairman) 

（４） 事業内容 ごみ発電設備の設計・製作・販売・保守・運営 

（５） 資本金 40,000,000 スイスフラン（3,337 百万円） 

（６） 設立年月日 1995 年 6 月 22 日 

（７） 大株主および持株比率 AE&E Inova Holding AG  100% 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係は

ありません。また、当社の関係者および関係会社と

当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆す

べき資本関係はありません。 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係は

ありません。また、当社の関係者および関係会社と

当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆す

べき人的関係はありません。 

（８） 
上場会社と当該会社 

との間の関係 

取引関係 

当社は、当該会社と、ごみ焼却炉に係るライセンス

（技術導入）契約を締結しております。 

当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者お

よび関係会社の間には、特筆すべき取引関係はあり

ません。 

（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績および連結財政状態（単位：スイスフラン） 

決算期 平成 19 年 12 月期 平成 20 年 12 月期 平成 21 年 12 月期 

 連結純資産 
83,079 千

（6,931 百万円）

90,191 千 

（7,525 百万円） 

102,139 千

（8,521 百万円）

 連結総資産 
519,319 千

（43,327 百万円）

596,269 千 

（49,747 百万円） 

619,373 千

（51,674 百万円）

 連結売上高 
415,188 千

（34,639 百万円）

576,160 千 

（48,069 百万円） 

667,444 千

（55,685 百万円）

 連結当期純利益 
23,824 千

（1,988 百万円）

40,261 千 

（3,359 百万円） 

22,111 千

（1,845 百万円）

※上記の円表記は、本年 11 月 30 日付の換算レート（１スイスフラン＝83.43 円）で計算しております。 

 

３．株式取得の相手先の概要 

（１） 名称 AE&E Inova Holding AG 

（２） 所在地 Hardturmstrasse 127, 8005 Zürich, Switzerland 

（３） 代表者の役職・氏名 Georg Silbermann (Chairman) 

（４） 事業内容 ごみ発電設備の設計・製作・販売・保守・運営 

（５） 資本金 40,516,000 スイスフラン（3,380 百万円） 

（６） 設立年月日 1999 年 12 月 23 日 

（７） 純資産 69,890,000 スイスフラン（5,831 百万円） 
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（８） 総資産 73,371,000 スイスフラン（6,121 百万円） 

（９） 大株主および持株比率 AE&E Group GmbH  100% 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係は

ありません。また、当社の関係者および関係会社と

当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆す

べき資本関係はありません。 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係は

ありません。また、当社の関係者および関係会社と

当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆す

べき人的関係はありません。 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係は

ありません。また、当社の関係者および関係会社と

当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆す

べき取引関係はありません。 

（10） 
上場会社と 

当該会社の関係 

関連当事者へ

の該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。

また、当該会社の関係者および関係会社は、当社の

関連当事者には該当しません。 

※上記の円表記は、本年 11 月 30 日付の換算レート（１スイスフラン＝83.43 円）で計算しております。 

 

４．取得株式数、取得価額およ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 

40,000 株 

（議決権の数：40,000 個） 

（発行済株式数に対する割合：100.0％） 

（取得価額 ：300,000 スイスフラン（25 百万円）） 

（３） 異動後の所有株式数 

40,000 株 

（議決権の数：40,000 個） 

（所有割合 ：100.0％） 

※上記の円表記は、本年 11 月 30 日付の換算レート（１スイスフラン＝83.43 円）で計算しております。 

 

５．日 程 

  株式取得日（決定日）    平成 22 年 12 月 20 日（現地時間） 

 

６．今後の見通し 

  本件株式取得に伴う当社平成 23 年 3 月期連結業績への影響につきましては、現在精査中であり、詳

細が明確になり次第、お知らせいたします。 

 

 

以 上 


