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各  位                                           

平成 25 年 10 月 30 日 

会 社 名 三櫻工業株式会社 

代 表 者 取締役社長  篠原 利幸 

  （コード番号：6584 東証第一部） 

問合せ先
取締役常務執行役員 

グローバル管理本部長 
田村 豊 

（TEL.03-5793-8411） 

 

 

ドイツ自動車部品メーカーGeiger Automotive GmbH の株式取得(子会社化) 

完了に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25 年 8 月 21 日付「ドイツ自動車部品メーカーGeiger Automotive GmbH の株式取

得(子会社化)に関するお知らせ」にて公表した同社の全株式を取得する株式売買契約に基づき、

平成 25 年 10 月 29 日付で Geiger Automotive GmbH(以下「Geiger 社」)の全株式を取得し、子会

社化いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

1. 株式を取得した会社の概要 

(1)  名称 サンオー ヨーロッパ Gmbh 

(2)  所在地 ドイツ連邦共和国 バイエルン州 ミュンヘン 

(3)  代表者の 

 役職・氏名 
マネージングダイレクター 田中新太郎 

(4)  事業内容 自動車部品事業 

(5)  資本金 30 千ユーロ 

(6)  設立年月 平成 11 年（1999 年）12 月 

 

2. 異動した子会社の概要 

(1)  名称 
Geiger Automotive GmbH 

(ガイガー・オートモーティブ・ゲーエムベーハー) 

(2)  所在地 ドイツ連邦共和国 バイエルン州 ムルナウ・アム・シュタッフェルゼー 

(3)  代表者の 

 役職・氏名 
Johann Peter Reif, CEO ※ 

(4)  事業内容 自動車用プラスチック製品、その他プラスチック製品の製造・販売 

(5)  資本金 25 千ユーロ 

(6)  設立年 
平成 21 年（2009 年）（前身の Geiger Technologies GmbH は、昭和 35 年

(1960 年)） 
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(7)  株主及び 

 持ち株比率 

H.T.P. Investments B.V.              97% 

Palatium Beteiligungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt)  3%  

(8) 当社と 

 当該会社 

 の関係 

資本関係 

人的関係 

取引関係 

当社と当該会社との間には、資本関係・人的関係・取引関係

はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社

の関係者及び関係会社の間には、資本関係・人的関係・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及び連結財政状態 

決算期 
平成 22 年(2010 年) 

12 月期 

平成 23 年(2011 年) 

12 月期 

平成 24 年(2012 年) 

12 月期 

連結純資産 10,558 千ユーロ 15,431 千ユーロ 17,533 千ユーロ

連結総資産 25,504 千ユーロ 31,353 千ユーロ 36,809 千ユーロ

連結売上高 86,795 千ユーロ 109,514 千ユーロ 118,632 千ユーロ

連結営業利益 8,845 千ユーロ 7,746 千ユーロ 7,969 千ユーロ

連結当期純利益 5,733 千ユーロ 4,843 千ユーロ 4,984 千ユーロ

※平成 25 年 10 月 29 日付で Helmut H. HInkel が CEO を辞任し、Johann Peter Reif が新たに CEO に就任いたしました。 

 

3. 株式取得の相手先の概要 

a. H.T.P. Investments B.V. 

(1)  名称 H.T.P. Investments B.V. 

(2)  所在地 オランダ王国 ゼーラント州 フース 

(3)  代表者 Wim de Pundert, Klaas Meertens 

(4)  事業内容 プライベート・エクイティ投資ファンド 

(5)  設立年 平成 2 年 (1990 年) 

(6)  当社と 

 当該会社

 の関係 

当社と当該会社との間には、資本関係・人的関係・取引関係はありません。ま

た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、

資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

 

b. Palatium Beteiligungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) 

(1)  名称 Palatium Beteiligungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) 

(2)  所在地 ドイツ連邦共和国 ザールラント州 サンクト・インクベルト 

(3)  代表者 Wolfgang Speck 

(4)  事業内容 プライベート・エクイティ投資ファンド 

(5)  設立年 平成 22 年 (2010 年) 

(6) 当社と 

 当該会社

 の関係 

当社と当該会社との間には、資本関係・人的関係・取引関係はありません。ま

た、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、

資本関係・人的関係・取引関係はありません。 
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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) 異動前の所有株式割合 0% 

(2) 取得株式割合 
H.T.P. Investments B.V.              97% 

Palatium Beteiligungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt)  3% 

(3) 異動後の株式所有割合 100％ 

(4) 取得価額 

Geiger 社の株式 32 百万ユーロ（4,317.7 百万円※） 

アドバイザリー費用（概算額）    119.7 百万円 

合計（概算額）            4,437.4 百万円 

※円換算レートは昨日の終値を使用しております。 

 

5. 今後の見通し 

当社は、Geiger 社を平成 25 年 10 月 29 日付で 100％子会社としましたが、みなし取得日を

当第 4 四半期連結会計期間の末日とするため、本件による当期連結業績に対する影響はご

ざいません。 

以 上 

 


