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＜企業リストの見方＞ 

 

・ 当事者Ａ ：Ｍ＆Ａにおいて、合併の場合は存続会社。買収の場合は取得企業または取

得外資系企業日本法人。撤退・合併解消の場合は対日投資をしていた外資系企業。 

・ 当事者Ｂ ：必ず日本法人となる。Ｍ＆Ａにおいて、合併の場合は被合併会社。撤退・

合併解消の場合は対日投資を受けていた企業。 

・ 日付   ：対外的に公表された日、あるいはその事実が明らかになった日。 

・ 金額   ：対日投資額。撤退・合併解消の場合は減少額をマイナス表示。 

・ 出資比率 ：その事象が発生した時点での出資比率。 

 

なお、空欄となっているもの、日付の欄に年月しかないもの等は、プレスリリース等の公

表資料では判明しなかったものである。 

 

【企業リストの例】 

 

 

 

 

各当事者の国籍と、その隣に本社所在国（日

本の場合は都道府県）を記載。 
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対日本企業へのＭ＆Ａ投資動向

CB Richard Ellis. 米国 米国 不動産・ホテル

生駒シービー・リチャードエリス株式
会社

日本 東京都 不動産・ホテル 未上場

買収 2006/01/06 51

不動産仲介の米CBリチャード・エリス（ロサンゼルス市）は、オフィスビル仲介国内大手の生駒シービー・リチャードエリス株式会社
（東京都）を1月6日付で買収、出資比率を22％から51％に高め、社名をシービー・リチャードエリス株式会社に変更した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Athena Co., Ltd.ならびに 
Centennial Co., Ltd.

英国 英国 投資会社

ラオックス株式会社 日本 東京都 家電量販店・HC 上場

資本参加 2006/01/06 20

2005年12月28日付で、Point Fifty One Ltd(ポイント・フィフティワン)、Aura GreenCompany Limited(オーロラグリーン・カンパ
ニー）、ならびにThe Artemis Co., Ltd.（ジ・アルテミス）から、Athena Co., Ltd.ならびに Centennial Co., Ltd.の2社へラオッ
クス株式会社の営業譲渡が発表された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド（オフ
ショア）・エル・ピー

米国 英国 投資会社

株式会社ノーリツ 日本 兵庫県 非鉄・金属製品 上場

出資拡大 2006/01/11 14.48

1月11日付で提出された大量保有の変更報告書では、米の投資会社、スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファン
ドは、英ケイマン諸島のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド（オフショア）・エル・ピーを通じて、
ノーリツへの出資比率を、10.57%から14.48%にまで高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

プレミア・ゴール・カンパニー、ウッ
ドパーカー・ディベロップメント

Premier Goal Company Ltd., 
Woodperker Development Ltd.

英国 英国 投資会社

三洋電機クレジット株式会社 日本 大阪府 その他金融 上場

資本参加 2006/01/12 9.86

プレミア・ゴール・カンパニーと、ウッドパーカー・ディベロップメント・リミテッドの2社は、1月12日付に提出された大量保有の報
告書によると、三洋電機クレジットに2005年12月29日付で資本参加した。米ゴールドマンサックス証券グループから9.86％の株式を取
得し、2社で合わせて3,433,000株を取得している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ザ・エスエスピー・バリュー・リアラ
イゼーション・マスターファンド

The SFP Value Realization 
Master Fund Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社ニレコ 日本 東京都 機械 ジャスダック

出資拡大 2006/01/20 12.3

英ケイマン諸島の投資会社、ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスターファンド・リミテッドは、ニレコへの出資
比率を9.9％から12.3％に高め、第2位株主から筆頭株主となった。ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスターファ
ンド・リミテッドによると、出資率の増加要因を「長期的視野に基づいた投資」としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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対日本企業へのＭ＆Ａ投資動向

株式会社イシン・ホテルズ・グループ
（米Grove International 
Partners 、Westmont Hospitality 

米国 東京都 不動産・ホテル

藤田観光ワシントンホテル株式会社 日本 東京都 不動産・ホテル 未上場

営業譲渡 2006/01/28 1500

イシン・ホテルズ・グループ（マイケル・ニギッチ代表取締役社長 兼 高経営責任者、本社：東京都港区虎ノ門）では、藤田観光ワ
シントンホテル株式会社からの「成田エアポートワシントンホテル」（千葉県成田市、客室数：299室）の引渡しが無事完了し、2006
年3月31日から運営を開始する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド（オフ
ショア）・エル・ピー

米国 英国 投資会社

ブラザー工業株式会社 日本 愛知県 機械 上場

資本参加 2006/01/28 6.05

1月27日付で提出された大量保有報告書によると、米の投資会社、スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド
は、英ケイマン諸島のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンドオフショア・エル・ピーを通じて、ブラザー
工業に資本参加、1月20日時点で6.05％の株式を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

華新科技股有限公司 Walsin Technologies Corporation 台湾 台湾 電機

釜屋電機（三菱マテリアル子会社） 日本 神奈川県 電機 未上場

買収 2006/01/30 86

台湾の華新科技股有限公司は、三菱マテリアルの事業構造改革の一環として、同社より同社の連結子会社である釜屋電機株式会社(以
下「釜屋電機社」）の株式と、同じく連結子会社であるMMCエレクトロニクス台湾社の円板型コンデンサ事業を譲り受ける契約を締結
した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ヴェオリア・ウォーター・ジャパン株
式会社（仏Veolia Eau日本法人）

フランス 東京都 その他製造

株式会社西原環境テクノロジー 日本 東京都 その他販売・卸 未上場

資本参加 2006/01/30 51

フランスの水道事業会社であるヴェオリア･ウォーターの日本法人ヴェオリア・ウォーター・ジャパンは1月30日、水処理会社の西原環
境テクノロジーの株式の51%を取得。社長も派遣して子会社化した。両社は連携して、自治体から浄水場や下水処理場の運転や維持管
理業務の受託を行う。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

友嘉実業グループ 台湾 台湾 機械

有限会社タケウチ 日本 神奈川県 機械 未上場

買収 2006/02/01 67

台湾の総合機械メーカー、友嘉集団は、民事再生法を申請し経営再建中の工作機械メーカー、タケウチ（横浜市）を買収、67％の株式
を取得した。経営陣はそのまま。同社は、プリント基板用穴あけ機など、穴あけ加工機が主力製品となっている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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対日本企業へのＭ＆Ａ投資動向

ザ・エスエスピー・バリュー・リアラ
イゼーション・マスターファンド、
ジーエーエス

The SFP Value Realization 
Master Fund Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社キングジム 日本 東京都 その他製造 上場

資本参加 2006/02/06 9.98

2月6日付で提出された大量保有報告書の変更報告書によって、英ケイマン諸島に本社を置く投資会社、ザ・エスエスピー・バリュー・
リアライゼーション・マスター・ファンドとジーエーエスが、キングジムに資本参加し、9.98％の株式を取得。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ザ・エスエスピー・バリュー・リアラ
イゼーション・マスターファンド

The SFP Value Realization 
Master Fund Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社松屋 日本 東京都 百貨店 上場

出資拡大 2006/02/10 10.49

2月10日付で提出された大量保有報告書の変更届により、英領ケイマン諸島に本社を置く投資会社、ザ・エスエフピー・バリュー・リ
アライゼーション・マスターファンドが、松屋への出資比率を1月4日付で9.91％から10.49％に高めたことが明らかになった。出資比
率の増加目的を、ザ・エスエスピー・バリュー・リアライゼーション・マスターファンドは「長期的視野に立つもの」としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Aetos Capital Asia Fund II 米国 米国 投資会社

軽井沢倶楽部、宜野座カントリークラ
ブ（エス・バイ・エル子会社）

日本 東京都 その他金融 未上場

買収 2006/02/10 632 94.86

米系投資顧問のエートス・ジャパン（東京）が運営する投資ファンド、Aetos Capital Asia FundⅡは、特別目的会社（SPC）を設立
し、エス・バイ・エルの全額出資子会社でホテル経営の軽井沢倶楽部（同）と、子会社でゴルフ倶楽部の宜野座カントリークラブを2
月10日付で買収、94.86%を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

株式会社イシン・ホテルズ・グループ
（米Grove International 
Partners 、Westmont Hospitality 

米国 東京都 不動産・ホテル

有限会社マイア 日本 東京都 不動産・ホテル 未上場

営業譲渡 2006/02/15 100

2006年2月15日、イシン・ホテルズ・グループ（CEO：マイケル・ニギッチ代表取締役社長兼 高経営責任者、本社：東京都港区虎ノ
門、グローブ・インターナショナル・パートナーズ運営のファンドと、ホテル運用会社であるウェストモント・ホスピタリティー・グ
ループとの共同出資により設立））では『八王子プラザホテル』（東京都八王子市　客室数:195室）の株式を、有限会社マイアより譲
り受けた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

合同会社鳥居坂開発（米ゴールドマ
ン・サックスグループ）

米国 東京都 不動産・ホテル

ワシントンホテル株式会社 日本 愛知県 不動産・ホテル 未上場

営業譲渡 2006/02/21 7000 100

米ゴールドマン・サックス・グループの関連会社（SPC）でホテル運営の鳥居坂開発（東京）は、ワシントンホテル（名古屋市）から
「広島ワシントンホテル」を3月末に譲り受ける。金額は約70億円とみられる。9月30日までワシントンホテルが運営し、10月に改装
し、後に新ホテルとして営業する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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対日本企業へのＭ＆Ａ投資動向

シオン・キャピタル Scion Capital, L.L.C. 米国 米国 投資会社

株式会社ライブドア 日本 東京都 ソフト・情報 マザーズ

資本参加 2006/02/22 6200 5.52

証券取引法違反で急落したライブドア株を15日までにファンドを通じて5.52％取得した投資ファンドのシオン・キャピタル（米カリ
フォルニア州）は22日、株取得の狙いを「独自基準で判断した結果」と説明した。上場廃止の可能性が高いことについては「ライブド
アの置かれた状況は知っている」とリスクの高さを承知で買ったことを示唆した。スティーブ・ドラスキン法務担当責任者が電話と
メールによる日本経済新聞の取材に答えた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Jefferies International Limited 米国 英国 証券

株式会社アイ・シー・エフ 日本 東京都 ソフト・情報 マザーズ

資本参加 2006/02/23 1675 13.24

米Jefferies Groupの全額出資子会社で証券業の英Jefferies International Limitedは、株式会社アイ・シー・エフに3月20日付で資
本参加した。16億7500万円の第三者割当増資を引き受け、13.24％の株式を取得したことによる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ガンダーラ・マスター・ファンド Gandhara Master Fund Ltd. 香港 香港 投資会社

株式会社ライブドア 日本 東京都 ソフト・情報 マザーズ

資本参加 2006/02/27 12500 6.89

香港の投資ファンド、ガンダーラ・マスター・ファンドは、ライブドアに資本参加した。2月24日時点で6.89％の株式を取得した。金
額は総額約125億円とみられる。同月27日付で提出された大量保有報告書により明らかになった。提出した「ガンダーラマスターファ
ンド」は、１月17日から2月24日にかけてLD株を断続的に買い続けたとしている。出来高が４億株を超えた1月25日に約1700万株、強制
捜査以降で初めて株価が反発した同27日には約1200万株を買い付けた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

有限会社ジュピターインベストメント
（ゴールドマン・サックスグループ）

米国 東京都 投資会社

株式会社プライム・リンク 日本 東京都 外食 ヘラクレス

出資拡大 2006/02/27 25.55

米ゴールドマン・サックス証券グループで投資事業のジュピターインベストメント（東京）は、プライム・リンクへの出資比率を2月
27日付で20.22％から25.55％に高めた。第2位から筆頭株主となった。1月23日に取得した新株予約権を一部行使した形となっている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Kilo Power Limited 英国 英国 その他販売・卸

宮越商事株式会社 日本 東京都 電機 上場

資本参加 2006/02/28 13.96

英バージン諸島の貿易会社、Kilo Power Limitedは、宮越商事に2月28日付で資本参加した。同国の投資事業会社で筆頭株主のNew 
Pledge Investments Limitedの保有株式27.92％のうち13.96％を取得し、結果第2位の株主となっている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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対日本企業へのＭ＆Ａ投資動向

株式会社イシン・ホテルズ・グループ
（米Grove International 
Partners 、Westmont Hospitality 

米国 東京都 不動産・ホテル

株式会社レーサムリサーチ 日本 東京都 不動産・ホテル ジャスダック

営業譲渡 2006/02/28

イシン・ホテルズ・グループ（グローブ・インターナショナル・パートナーズ運営のファンドと、ホテル運用会社であるウェストモン
ト・ホスピタリティー・グループとの共同出資により設立）は、「サンマリーナホテル」（沖縄県国頭郡・総客室数200室）を不動産
投資会社の株式会社レーサムリサーチ（東京都新宿区）から取得したと発表した。同ホテルはJALホテルズのグループホテルで、今後
もグループとして運営する。イシンは2004年末に「沖縄ポートホテル」（沖縄県那覇市・総客室数193室）を取得している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

尚徳太陽能電力 Suntech Power Holdings Co., Ltd. 中国 中国 その他製造

株式会社MSK 日本 長野県 その他製造

買収 2006/03/04 34500 100

中国の大手太陽電池メーカーでニューヨーク証券取引所上場の尚徳太陽能電力（サンテック）は、同業である日本のMSKを買収する。
買収総額は、 大で345億円（約3億ドル）となる。中国企業による日本企業の買収額では過去 大となる模様である。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

B・F・サウス B.F.South Inc. 米国 米国 不動産・ホテル

塩屋土地株式会社 日本 兵庫県 不動産・ホテル 未上場

営業譲渡 2006/03/07 11600

米の不動産管理、運営会社、B・F・サウス（メリーランド州）は、三洋電機創業者の井植家の資産管理会社である塩屋土地（神戸市）
から米ワシントンの高級ホテル「ヘイ・アダムス・ホテル」を譲り受ける。金額は約116億円（約1億ドル）と考えられている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

テマセク・ホールディングス Temasek Holdings シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

株式会社アイ・ロジスティクス 日本 東京都 運輸・倉庫 上場

資本参加 2006/03/09 1740 10.02

シンガポール政府の全額出資子会社で投資事業のテマセク・ホールディングスは、特別目的会社（SPC）のSeletar Investments Pte 
Ltdを通じて、伊藤忠商事の物流子会社で東証2部上場のアイ・ロジスティクスに3月9日付で資本参加。伊藤忠より10.02％の株式を取
得することで、第2位の株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ザ・ポーポスト・グループ The Porpost Group L.L.C 米国 米国 投資会社

株式会社ライブドア 日本 東京都 ソフト・情報 マザーズ

資本参加 2006/03/18 5280 6.72

3月18日付で提出された大量保有報告書によれば、米国の投資会社、ザ・ボーポスト・グループは、ライブドアに資本参加、3月14日時
点で6.72％の株式を取得した。投入された金額は総額52億8000万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ボルボ AB VOLVO スウェー
デン

スウェー
デン

輸送用機器

日産ディーゼル工業株式会社 日本 埼玉県 輸送用機器 上場

資本参加 2006/03/21 22800 13

日産自動車は、同社が保有する日産ディーゼル工業の株式19％のうち13％をボルボに売却することを、2006年3月21日に発表した。 日
産は、資本提携を結ぶルノーが筆頭株主であるボルボにトラック事業を引渡し、乗用車事業に経営資源を傾注したい考え。まず13％
（約228億円）を売却、残る6％も4年以内にボルボが追加取得できるオプションがあるという。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アエリアゼンシンモバイル Aeria-ZenShin Mobile/Internet 
Management I, L.L.C.

米国 米国 投資会社

株式会社ClubT 日本 東京都 ソフト・情報 未上場

資本参加 2006/03/22

株式会社ClubT（本社：東京都千代田区、代表：三宅朝広）は、Aeria-ZenShin Mobile/Internet Management Ⅰ, L.L.C.（本社：米国
カリフォルニア州、代表：森健）を運用会社とする「アエリア ゼンシン モバイル／インターネット ファンド １号」（以下アエリア
ゼンシンファンド）に対して第三者割当増資を実施。資本金を2,100万円とした。調達金額、持株比率などの詳細は非公開。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

リーマン・ブラザース・コマーシャル
コーポレーション・アジア・リミテッ
ド

Lehman Brothers Commercial 
Corporation Asia Ltd.

米国 香港 投資会社

株式会社オープンループ 日本 北海道 ソフト・情報 ヘラクレス

資本参加 2006/03/27 203 3

米証券大手リーマンブラザース系の投資会社、リーマン・ブラザーズ・コーポレーション・アジア・リミテッド（香港）は、株式会社
オープンループに4月12日付で資本参加する。株式会社オープンループの平成18年11月29日付取締役会にて決議された第三者割当によ
る新株予約権の発行は、リーマン ブラザース コマーシャル コーポレーション アジア リミテッドに割り当てることによって、現経
営陣の支配権を維持することを目的とするもの。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

有限会社ジュピターインベストメント
（ゴールドマン・サックスグループ）

米国 東京都 投資会社

株式会社廣済堂 日本 東京都 その他製造 上場

資本参加 2006/03/31 1000

米ゴールドマンサックス証券グループの債権買取会社、ジュピターインベストメント（東京）は、廣済堂に3月31日付で資本参加、10
億円の第三者割当増資を引き受ける。同社は、減損処理などによる特別損失計上に対応し、株主資本の拡充による財務体質の改善と強
化を図る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Triumph Century Invenstment 
Limited

香港 香港 投資会社

株式会社メディカルネットバンク 日本 東京都 サービス 未上場

買収 2006/03/31 270 52

ビジネスバンクコンサルティングの全額出資子会社で医療情報システム営業支援のメディカルネットバンク（MNB、東京）は、3月31日
付で、香港法人であるTriumph Century Invenstment Limitedに譲渡される。株式譲渡先であるTriumph Century Invenstment Limited
は、主としてヘルスケア産業に投資を行っており、既に複数の医療関連事業への投資を行っている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

8



対日本企業へのＭ＆Ａ投資動向

ESRI Inernational LLC 米国 米国 ソフト・情報

ESRIジャパン株式会社 日本 東京都 その他販売・卸 未上場

買収 2006/03/31 353 65

GIS（地理情報システム）エンジン開発で米ESRIの海外子会社持株会社、ESRI International LLC（ニューヨーク）は、パスコの子会
社でGISソフト輸出入のESRIジャパン（東京）を3月31日付で買収、パスコの保有株式75％のうち65％を約3億3500万円（約300万ドル）
で取得する予定。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

モルガン・スタンレー・アンド・カン
パニーインターナショナル・リミテッ
ド

米国 英国 証券

株式会社鉄建 日本 東京都 建設 上場

資本参加 2006/03/31 10.28

米モルガン・スタンレーグループで証券業の英モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッドは、東
証一部上場の株式会社鉄建に資本参加、3月31日時点で10.28％の株式を取得し、筆頭株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シュッツ・コンテナ・システムズ株式
会社（独Schutz GmbH&CO.KGaA日本法
人）

ドイツ 神奈川県 化学

古河エココンテナ株式会社 日本 神奈川県 化学 未上場

営業譲渡 2006/04/01 100

古河電気工業の子会社である古河エココンテナ株式会社は、Schutz GmbH＆Co.KGaAの日本法人シュッツ・コンテナ・システムズ株式会
社に、4月1日付で営業譲渡を行うことを、2月24日合意した。古河電工は経営資源を集中してコア事業の強化を図るため事業の再編を
進め、ノン・コア事業である本件事業については売却の方向で検討していたところ、シュッツ社より本件事業を買収したいとの申し出
があった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ダルトン・ストラテジック・パート
ナーシップ・エルエルビー

Dalton Strategic Partnership 
L.L.P

英国 英国 投資会社

株式会社トプコン 日本 東京都 精密 上場

資本参加 2006/04/07 11.19

4月7日付で提出された大量保有報告書により明らかになったところでは、英の投資会社、ダルトン・ストラテジック・パートナーシッ
プ・エルエルピーは、トプコンに資本参加した。3月27日時点で11.19％の株式を取得し、第2位株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

タイヨウ・ファンド Taiyo Fund Management Co. L.L.C. 米国 米国 投資会社

オーエスジー株式会社（OSG） 日本 愛知県 機械 上場

資本参加 2006/04/13 7

米投資ファンドのタイヨウ・ファンドは、事前通告をしたうえで、自動車産業向けの切削工具メーカーであるOSGに「純投資」として
資本参加した。3月31日時点で7.0％の株式を取得したことが、4月13日付で提出された大量保有報告書により明らかになった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ゴールドマン・サックスグループ The Goldman Sachs Group, Inc. 米国 米国 投資会社

株式会社ジーエヌアイ（GNI） 日本 東京都 医薬品 未上場

資本参加 2006/04/18 300 10

米ゴールドマン・サックスグループは、医薬品開発のジーエヌアイ（GNI、東京）に資本参加した。3億円の第三者割当増資を引き受
け、10％弱の株式を取得した。同社は、中国で医薬品開発会社を買収し、現地で新薬開発を行う。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ザ・ポーポスト・グループ The Porpost Group L.L.C 米国 米国 投資会社

株式会社ライブドアマーケティング 日本 東京都 サービス マザーズ

資本参加 2006/04/19 6.62

米の投資会社、ザ・ボーポスト・グループは、ライブドアマーケティング（LDM)に資本参加した。4月11日時点で6.62％の株式を取得
した。同月18日に提出した大量保有報告書により明らかになった。その目的を、ポーポスト・グループ側は「純投資目的」としてい
る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

インテル・キャピタル・ジャパン（米
インテル投資部門）

米国 東京都 投資会社

ビットワレット株式会社 日本 東京都 ソフト・情報 未上場

資本参加 2006/04/19 5000

インテルの投資部門であるインテル キャピタル ジャパン（本部：東京都千代田区）とプリペイド型電子マネー「Edy （エディ）」を
運営するビットワレット株式会社は、インテル キャピタルがビットワレットに、転換社債型新株予約権付社債により 50 億円を投資
したと発表した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

クレディ・スイス・ファースト・ボス
トンセキュリティーズ・ジャパン・リ
ミテッド

Credit Suisse First Boston 
Securities (Japan) Ltd.

スイス 香港 投資会社

株式会社ライブドアマーケティング 日本 東京都 サービス マザーズ

資本参加 2006/04/21 12

スイスのクレディ・スイスの日本法人、クレディ・スイス証券（東京）は、グループで香港の投資会社、クレディ・スイス・ファース
ト・ボストン・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッドを通じて、ライブドアマーケティング（LDM）に資本参加した。クレディ・
スイス・ファースト・ボストンセキュリティーズ・ジャパン・リミテッドは、2月16日よりLDMの株券の処分と取得を繰り返し、4月1日
には606,048株を営業譲渡により処分している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ゴールドマン・サックスグループ The Goldman Sachs Group, Inc 米国 米国 投資会社

株式会社インタービジョン 日本 東京都 サービス 未上場

営業譲渡 2006/04/22

米ゴールドマン・サックスグループは、全額出資子会社の掛川ホールディングス（東京）を通じて、人材コンサルティングのインター
ビジョン（同）から掛川グランドホテル（静岡県掛川市）の営業権を譲り受けた。経営代行は同社全額出資子会社のインタークルーズ
が行い、従業員は継続雇用されることとなった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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株式会社イシン・ホテルズ・グループ
（米Grove International 
Partners 、Westmont Hospitality 

米国 東京都 不動産・ホテル

株式会社ホテルサンルート関西 日本 大阪府 不動産・ホテル 未上場

事業譲渡 2006/04/25

イシン・ホテルズ・グループ（マイケル・ニギッチ代表取締役社長 兼 高経営責任者、本社：東京都港区虎ノ門）は、サンルート関
空株式会社から「ホテルサンルート関空」（大阪府泉大津市、客室数：152室）を取得、2006年4月25日からホテル名称を引き継ぎ、運
営を開始した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

CVCアジア・パシフィックジャパン・
リミテッド（CVC Capital Partners
子会社）

ルクセン
ブルク

東京都 投資会社

信和株式会社 日本 岐阜県 非鉄・金属製品 未上場

買収（MBO） 2006/04/27 10000 100

SBIキャピタル株式会社（東京都、代表取締役執行役員CEO：北尾 吉孝）が運用しているファンドが保有する信和株式会社（岐阜県海
津市）の全株式について、経営陣によるMBO方式により信和をコスメティクス・グローバル・ホールディングス・ジャパン株式会社 
（横浜市、 バイアウト等による有価証券の取得を目的とした特別目的会社）に譲渡する。今後は旧経営陣が主要株主の一部となり、
会社をより積極的に運営する。今回のMBOには、CVCアジア・パシフィックが投資助言を行うファンドが株式出資を行う。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Knauf Inernational GmbH ドイツ ドイツ 窯業

チヨダウーテ株式会社 日本 三重県 窯業 ジャスダック

資本参加 2006/05/09 10

独の建材大手、クナーフ・グループは、中核企業のひとつ、Knauf International GmbHを通じて、チヨダウーテ株式会社に1年内に資
本参加する。既存株主から10％の株主を取得する。クナーフ・グループとの業務提携の一環として、チヨダウーテ本社工場（三重県川
越町）敷地内にクナーフ・グループの経験を取り入れた研修センターを着工した。  完成は平成 20年1月を予定。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

セーフハーバーインベストメント Safe Harbor Investment, L.L.C. 米国 英国 投資会社

株式会社学習研究社 日本 東京都 出版・印刷 上場

資本参加 2006/05/10 5.06

米系資産運用会社で英ケイマン諸島に本社をおくセーフ・ハーバー・インベストメントは、学習研究社に資本参加、4月27日時点で
5.06％の株式を取得した。その目的は、「純投資」としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

有限会社日本ホテルインベストメント
（ゴールドマン・サックスグループ）

米国 東京都 不動産・ホテル

フジタ建物株式会社 日本 東京都 不動産・ホテル 未上場

事業譲渡 2006/05/10

フジタ建物（本社東京）が経営する釧路全日空ホテルは、世界各地で事業を展開している米国の投資銀行ゴールドマン・サックスのグ
ループ会社に買収され、6月1日から経営が移行する。経営者は変わるが、ホテル名、従業員も引き継がれ、新たな設備投資も期待され
ている。　新しい経営者は同グループの日本の関連会社が出資する子会社の日本ホテルインベストメント（本社東京）で、経営の立て
直しを進めるフジタ建物と４月下旬に売買契約を結んでいる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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WISVEN　INVESTMENTS　LIMITED 英国 英国 投資会社

エムトゥエックス株式会社 日本 東京都 ソフト・情報 未上場

買収 2006/05/29 100 57

英バージン諸島の投資会社、WISVEN INVESTMENTS LIMITEDは、アイ・シー・エフの全額出資孫会社でVoIPを利用した通信サービス提供
のエムトゥエックス（東京）を6月9日付で買収する。約1億円の第三者割当で、これに連動してアイ・シー・エフの完全子会社である
ADDENDIS CAPITAL株式会社の運営するSEIZAN投資事業有限責任組合通じた当社グループの株式会社スパークワン（曾孫会社）に対する
所有比率が50.64%から16.17%に低下する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

DieoNET　Co., Ltd. 韓国 韓国 ソフト・情報

株式会社DideoNET-JAPAN 日本 東京都 ソフト・情報 未上場

買収 2006/05/30 51

韓国のマルチメディア製品開発会社、DideoNET Co.,Ltd.は、インターネット配信技術関連の持術開発のDideoNET-JAPAN（東京）を6月
20日付で買収する。同社は、DideoNET Co.,Ltd.が日本で事業展開するため、日本人が出資して5月30日付で設立された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

GEキャピタルリーシング株式会社
（米General Electric Capital 
Corp.100％出資会社）

米国 東京都 投資会社

グランド山形リース株式会社 日本 山形県 その他金融 未上場

買収 2006/05/31 95

米GEコマーシャル・ファイナンスグループの日本法人で総合リースのGEキャピタルリーシング（東京）は、荘内銀行の持ち分法適用関
連会社でリース、割賦販売のグランド山形リース（山形市）を5月31日付で買収する。これは、GEキャピタルリーシングがグランド山
形リース (株) の株式の95％を取得したことで実現した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

テマセク・ホールディングス Temasek Holdings シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

イー・モバイル（イー・アクセス子会
社）

日本 東京都 通信・放送 未上場

資本参加 2006/06/01 12000 約7

シンガポール政府系持ち株会社テマセク・ホールディングスが、日本の携帯電話事業会社イー・モバイルに120億円を出資したことが
分かった。テマセクはイー・アクセス（イー・モバイルの親会社）、米ゴールドマン・サックスに次ぐ第3位の株主となる。テマセク
はタイのシン・コーポレーションなどアジア各国の通信会社に投資実績があるが、日本企業への投資では過去 大規模となる。イー・
アクセスの発表によると、イー・モバイルは同日までに273億円の追加増資を完了。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

モルガン・スタンレーグループ Morgan Stanley 米国 米国 証券

総合地所株式会社 日本 東京都 不動産・ホテル 未上場

資本参加 2006/06/03 5000 30

米金融大手のモルガン・スタンレーグループは、特別目的会社（SPC）を設立し、マンション分譲の総合地所（東京）に資本参加し
た。モルガン・スタンレー不動産ファンド傘下のSPCが約50億円の第三者割当増資を引き受けた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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対日本企業へのＭ＆Ａ投資動向

株式会社ワーナーミュージック・ジャ
パン（米Time Warner Inc.グルー
プ）

米国 東京都 アミューズメン
ト

株式会社フロントメディア 日本 東京都 ソフト・情報 未上場

資本参加 2006/06/06

フロントメディアは6月6日、ワーナーミュージック・ジャパンと携帯電話向け音楽事業での協力に向けて資本提携したと発表した。併
せて、フロントメディアの携帯電話向け動画放送サービスやインターネットラジオで、ワーナーミュージック・ジャパンの楽曲配信や
プロモーションを開始した。フロントメディアが5月24日に実施した第三者割当増資により、ワーナーミュージック・ジャパンが、フ
ロンメディアの少数株主持ち分を引き受けた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

有限会社ジュピターインベストメント
（ゴールドマン・サックスグループ）

米国 東京都 投資会社

株式会社綜合臨床薬理研究所 日本 東京都 サービス マザーズ

資本参加 2006/06/15 10

米ゴールドマン・サックス証券グループで投資事業のジュピターインベストメント（東京）は、綜合臨床薬理研究所に6月15日付で資
本参加した。主要株主であった西野晴夫会長、佐々木幸弘副会長がゴールドマン・サックス証券会社のグループ会社である有限会社
ジュピターインベストメントに株式を売却したことによる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

DKR　Soundshore　Oasis　Holding 
Fund、Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社ノア 日本 東京都 その他販売・卸 上場

資本参加 2006/06/29 208 22.31

英バミューダ諸島の投資会社、DKR Soundshore Oasis Holding Fund, Ltd.は、ノアに6月29日付で資本参加する。総額2億7500万円の
第三者割当増資のうち、2億800万円を引き受ける。22.31％の株式を取得する。ノア側は増資の目的を「半導体製造装置の新品装置、
リファブ(中古)装置及び技術サービスによる三位一体(トライアングルユニット)体制を強化し、アジア等の販路拡大を推し進めること
を主たる目的」と発表している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アプライド・マテリアルズ（AMAT) Applied Materials, Inc. 米国 米国 電機

株式会社SOKUDO（大日本スクリーン
製造）

日本 京都府 電機 未上場

資本参加 2006/07/03 16614 48

大日本スクリーン製造株式会社(本社:京都市上京区/社長:橋本 正博)が2006年7月3日に設立した株式会社SOKUDO(本社:京都市下京区/
社長:末武 隆成)は、半導体業界に製造装置およびサービスを提供するメーカーとして 大手であるアプライド マテリアルズ社
(Applied Materials, Inc.、本社:米国カリフォルニア州/社長:Michael R. Splinter氏)を引き受け先とした第三者割当増資による新
株発行を実施し、業務・資本提携による合弁事業を開始した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Best Growth Fund 英国 英国 投資会社

ジェイ・ブリッジ株式会社 日本 東京都 運輸・倉庫 上場

資本参加 2006/07/04 2003 3.16

シンガポールの投資会社、Asia Target Fundなどは、ジェイ・ブリッジに資本参加する。同ファンドは、7月20日付で総額20億300万円
の第三者割当増資のうち、10億2100万円を引き受け、3.16％の株式を取得する。今後、BestGrowthFund は「ジェイ・ブリッジの安定
株主として長期保有する予定だ」という。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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対日本企業へのＭ＆Ａ投資動向

ユーロフィンズ・サイエンティフィッ
ク

Eurofins Scientific S.A. フランス フランス サービス

株式会社ファスマック（日本製粉） 日本 神奈川県 サービス 未上場

資本参加 2006/07/11

日本製粉(株)は、全世界で食品・医薬・環境等の分野で高品質な分析サ－ビス事業を展開している検査研究会社であるユ－ロフィン
ズ・サイエンティフィック社(以下、ユ－ロフィンズ社)と業務提携を行う。ユ－ロフィンズとの具体的な協力関係を構築するために、
日本製粉グル－プに於ける遺伝子組み換え作物(ＧＭＯ)の先進的分析会社である(株)ファスマック（本社　神奈川県厚木市)の発行済
み株式の一部をユ－ロフィンズ社へ譲渡した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

へラーインダストリーズ Hella KGaA Hueck & Co. 米国 米国 機械

シーバ株式会社 日本 京都府 機械 未上場

事業譲渡 2006/07/12

表面実装（SMT）用リフロー炉製造のヘラーインダストリーズ（米ニュージャージー州）は、全額出資で「ヘラージャパン」を8月に設
立し、同炉専業メーカーのシーバ（京都市）から釣賀勝美社長以下の従業員、主力炉「フェニックス」などの経営資産を譲り受ける。
社長にはヘラーの横塚一義アジア担当が就任する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

シチズン時計株式会社 日本 東京都 精密 上場

資本参加 2006/07/21 8.13

米の投資ファンド、スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンドは、シチズン時計に資本参加、7月21日時点で
8.13％の株式を取得した。投資目的としている。同社は、2007年3月期に100億～200億円の自己株式買いを実施する予定で、これによ
り安定株主を増やしたいと考えている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

日本IBM株式会社（米IBM 
Corporation日本法人)

米国 東京都 電機

エイビーパートナー株式会社 日本 東京都 サービス 未上場

資本参加 2006/07/31 5

アコムの連結子会社であるエイビーパートナー株式会社に日本IBMが資本参加し、エイビーパートナーがアコム向けに提供している
ローン契約書類の管理を中心とする営業事務をBTO（ビジネス・トランスフォメーション・アウトソーシング）サービスとして受託し
た。BTOの契約期間は本年8月から10年間で、契約金額は約130億円となる。アコムは、今回の協業によって当該営業事務の生産性が約
15％向上すると見込んでいる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

WIN BASE　TECHNOLOGIES, LTD. 香港 香港 サービス

株式会社大盛工業 日本 東京都 建設 上場

資本参加 2006/07/31 13.43

香港の機械技術設計、コンサルティング会社、WIN BASE TECHNOLOGIES,LTD.は、大盛工業に7月31日付で資本参加した。投資会社のパ
シフィックウォーターファンド（東京）から13.43％の株式を取得した。同ファンドは6月20日付第三者割当増資によって株式を取得
し、それらをすべて売却したことを7月31日付で発表している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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対日本企業へのＭ＆Ａ投資動向

ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式
会社（米ローンスターグループ）

米国 東京都 不動産・ホテル

沖縄全日空ホテルズ株式会社 日本 沖縄県 不動産・ホテル 未上場

事業譲渡 2006/08/01

全日本空輸（ANA）のホテルチェーン全日空ホテルズを運営するANAホテルズ＆リゾーツは14日、沖縄ロイヤルビューホテル（本部町）
と久米島イーフビーチホテル（久米島町）を売却すると発表した。沖縄ロイヤルビューホテルは8月1日、外資系投資会社系列のホテル
運営会社でロワジールホテルオキナワやオキナワマリオットリゾート＆スパなど県内で3つのホテル運営にかかわるソラーレホテルズ
アンドリゾーツ（東京都）に譲渡される。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

CLSA Sunrise One Ltd. フランス 英国 投資会社

機動建設工業株式会社 日本 大阪府 建設 上場

出資拡大 2006/08/03 2000 32

世界第5位の資産規模を有する仏クレディアグリコール銀行グループの投資会社、CLSAサンライズキャピタルパートナーズが助言する
英ケイマン諸島の日本特化型ファンド、CLSA Sunrise One Ltd.は、機動建設工業に8月2日付で資本参加した。増資実施により、財務
体質の充実強化を図り、CLSA グループとも協同し、より一層の事業拡大ならびに企業価値の向上を図るものである。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

スイスポート・インターナショナル Swissport International Ltd. スイス スイス 運輸・倉庫

新明和グランドサービス株式会社（新
明和工業）

日本 大阪府 サービス 未上場

買収 2006/08/04 100

スイスの航空機運航支援会社で同業界世界 大手のスイスポート・インターナショナルは、新明和工業の全額出資子会社で航空機機内
清掃サービスの新明和グランドサービス（大阪府泉佐野市）を8月8日付で買収し、全株式を取得する。新明和工業は、特装車事業に経
営資源を集中させる方針。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ブラックロック Black Rock Inc. 米国 米国 投資会社

野村ブラックロック・アセット・マネ
ジメント株式会社

日本 東京都 その他金融 未上場

買収 2006/08/05 100

米大手運用会社、ブラックロック（ニューヨーク州）は、野村アセットマネジメント（東京）との折半出資会社で投資顧問業の野村ブ
ラックロック・アセット・マネジメント（東京）を買収する。野村アセットから株式を取得し、完全子会社化し、それまでの資本提携
を解消する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Fisher Scientific Worldwide Inc. 米国 米国 その他販売・卸

フィッシャー・サイエンティフィッ
ク・ジャパン株式会社

日本 東京都 その他販売・卸 未上場

買収 2006/08/17 100

理化学機器商社の米フィッシャー・サイエンティフィック・インターナショナルの子会社、フィッシャー・サイエンティフィック・
ワールドワイド（FSW）は、東邦薬品との折半出資会社で理化学製品輸入販売のフィッシャー・サイエンティフィック・ジャパンを8月
17日付で買収、東邦薬品から全株式を取得し、完全子会社化した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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Baytree Investment シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

三井生命保険株式会社 日本 東京都 生保・損保 上場

資本参加 2006/08/23 21000 7

テマセクホールディングス傘下のBaytree Investment は、三井生命保険に9月15日付で資本参加する。総額1,000億円の第三者割当増
資のうち、210億円を引き受けるテマセクは金融と通信で企業投資を拡大しているが、日本での本格投資は初めてとなる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ジャパン・エア・ガシズ株式会社（日
本エア・リキード100％出資会社）

英国 東京都 精密

東芝ナノアナリシス株式会社 日本 東京都 電機 未上場

買収 2006/08/24 51

ジャパン・エア・ガシズ株式会社と、株式会社東芝は、半導体、液晶等のエレクトロニクス産業やその他の先端産業における製品や材
料の分析および解析評価サービスを提供する事業において協業していくことで、基本合意に至った。合意に基づき、ジャパン・エア・
ガシズと東芝は、本年11月をめどに、東芝ナノアナリシス株式会社の出資比率をジャパン・エア・ガシズ：51％、東芝：49％に変更
し、両社は分析サービス事業の共同経営を開始する予定。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式
会社（米ローンスターグループ）

米国 東京都 不動産・ホテル

マンテンホテル株式会社 日本 富山県 不動産・ホテル 未上場

事業譲渡 2006/08/26

米ローンスターグループでホテル運営のソラーレホテルズアンドリゾーツ（東京）は、マンテンホテル（富山市）から都市型ホテル
「上越マンテンホテル」（新潟県上越市）を譲り受ける。10月2日より運営を開始する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ブロードメディアホールディングスリ
ミテッド

Broad Media Holdings Ltd. 英国 英国 投資会社

株式会社サンライズ・テクノロジー 日本 東京都 ソフト・情報 ヘラクレス

資本参加 2006/08/31 451 9.7

英バージン諸島の投資会社、ブロード メディア ホールディングス リミテッド（ブロードメディアHD）は、サンライズ・テクノロ
ジーに8月31日付で資本参加する。4億5100万円の債務の株式化（DES）により、9.7％の株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

TOTAL E&P Australia フランス 豪州 鉱業

インペックス西豪州ブラウズ石油株式
会社

日本 東京都 鉱業 未上場

事業譲渡 2006/09/01 33000

国際石油開発の帝石ホールディングス株式会社は、子会社インペックス西豪州ブラウズ石油株式会社を通じて探鉱事業を推進している
西豪州WA-285-P 鉱区の参加権益の一部(24%)を、オーストラリア政府当局の承認を条件に、仏国TOTAL 社の100%子会社である
TOTALE&P Australia 社に譲渡することになった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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モルガン・スタンレー証券（モルガ
ン・スタンレー日本法人）

Morgan Stanley 米国 米国 証券

日本SGI株式会社 日本 東京都 ソフト・情報 未上場

資本参加 2006/09/12 2500 10

米モルガン・スタンレー証券は、システム構築の日本SGI（東京）に資本参加、同社が米シリコン・グラフィックス（SGI）から買い
取った自己株式9.4％を取得した。金額は25億円程度とみられる。米SGIの出資比率は19.9%から10.5%に低下し、第2位株主からＮＥ
Ｃ、ＮＥＣソフトに次ぐ第3位株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

株式会社ジェイ・エス・リゾート 韓国 千葉県 不動産・ホテル

西肥リゾート開発 日本 長崎県 不動産・ホテル 未上場

事業譲渡 2006/09/23 1000

韓国系のリゾート運営会社、ジェイ・エス・リゾート（千葉県市原市）は、「西海橋コラソンホテル」を経営する第3セクターの西肥
リゾート（長崎県佐世保市）から同ホテルの営業権を譲り受ける。金額は10数億円ともみられている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

フィリップキャピタル Phillip Capital シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

クレボ株式会社 日本 東京都 その他金融 未上場

買収 2006/09/26 200 86

シンガポールに本部をおく総合金融グループ、フリップキャピタルは、9月25日、日本の商品先物取引会社であるクレボ株式会社の大
多数株式を取得することに合意したことを発表した。また、クレボ株式会社はフィリップキャピタルとの第三者割当により2億円の増
資を実施し、社名を10月１日付で「フィリップフューチャーズ」に変更する予定。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ボルボ AB VOLVO スウェー
デン

スウェー
デン

輸送用機器

日産ディーゼル工業株式会社 日本 埼玉県 輸送用機器 上場

出資拡大 2006/09/26 67000 47

日産自動車は9月25日、同社が保有している日産ディーゼル工業の全株式を世界２位のトラック大手であるボルボ（スウェーデン）に
売却すると発表した。日産は今年3月に保有していた日産ディーゼル株式の一部に当たる13％をボルボ側に売却したが、今回残りの3％
（普通株式1821万株）を売却し、さらにみずほコーポレート銀行とりそな銀行、みずほ信託銀行が保有している優先株式もボルボ側に
売却することで合意した。これにより日産は、日産ディーゼルとの資本関係を完全に解消することになる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アフラック・インターナショナル・イ
ンコーポレーテッド

米国 米国 サービス

株式会社ITSUMOインターナショナル 日本 東京都 その他販売・卸 未上場

買収 2006/09/28 100

労働者派遣のアフラック・インターナショナル・インコーポレーテッド（米ジョージア州）は、エムティーアイの子会社でテレマーケ
ティングによる医療保険販売のITSUMO（東京）が全額出資で設立し、同販売事業を吸収分割により移管する株式会社ITSUMOインターナ
ショナルの全株式を取得したうえで買収する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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リスクマネジメントソリューション
（RMS)

米国 米国 サービス

応用アール・エム・エス株式会社 日本 東京都 サービス 未上場

買収 2006/09/29 80

米リスクマネジメントソリューション（RMS）は、応用地質との折半出資で自然災害リスク分析サービスの応用アール・エム・エス
（東京）を買収する。応用地質から30％の株式を取得し、出資比率80％に高める。これに先立ち、応用地質とRMSは折半出資で新会
社、応用アール・エム・エスを設立し、不動産と一般企業向け事業を継承する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式
会社（米ローンスターグループ）

米国 東京都 不動産・ホテル

菱栄観光開発株式会社 日本 神奈川県 不動産・ホテル 未上場

買収 2006/10/11 3000 100

米ローンスターグループでホテル運営のソラーレホテルズアンドリゾーツ（同）と投資事業のスター・キャピタル（東京）は共同で、
三菱地所の孫会社で厚木ロイヤルパークホテル（神奈川県厚木市）を運営する菱栄観光開発（同）を10月11日付で買収する。同全額出
資子会社のロイヤルホテルアンドリゾーツから全株式を取得する。金額が合計で30億円となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Prospect Asset Management, Inc. 米国 米国 投資会社

株式会社やすらぎ 日本 群馬県 不動産・ホテル 上場

出資拡大 2006/10/16 15.31

米の出資会社、Prospect Asset Management,Inc.は、中古住宅再生のやすらぎへの出資比率を11月8日付で6.62％から15.31％に高め
る。26.96％を保有し筆頭株主の須田忠雄社長から一部株式を取得、第5位株主から第3位株主となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ゴールドマン・サックスグループ The Goldman Sachs Group, Inc. 米国 米国 投資会社

サンランド、本郷カントリー、栗駒興
発、石川ゴルフ倶楽部

日本 東京都 アミューズメン
ト

未上場

買収 2006/10/19

米ゴールドマン・サックスグループは、ゴルフ場経営のサンランド（東京）、本郷カントリー（同）、栗駒興発（同）、石川ゴルフ倶
楽部（同）の4社を7月に買収していた。4社は、三井住友建設が不動産事業を2005年10月に会社分割により設立した中野坂上地所関連
会社だった。10月17日付で民事再生法の適用を申請し、同グループ傘下で経営再建を図る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ノバルティスアニマルヘルス株式会社
（スイスNovartis AGグループ）

スイス 東京都 医薬品

三共ライフテック（第一三共グルー
プ）分割会社

日本 東京都 医薬品 未上場

買収 2006/10/20 100

第一三共グループの三共株式会社及びその子会社である三共ライフテック株式会社とNovartis AGのグループ会社であるノバルティス
アニマルヘルス株式会社は、三共ライフテックの動物薬事業を会社分割により設立した100%子会社に承継させた後、新設会社の株式の
全てをノバルティスアニマルヘルスに譲渡する旨の株式譲渡契約を締結した。新設会社はノバルティスアニマルヘルスの100%子会社と
して、動物薬事業の更なる飛躍と発展に向け事業展開を図る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ポスコ 韓国 韓国 鉄鋼

新日本製鐵株式会社 日本 東京都 鉄鋼 上場

資本参加（株式持ち合い） 2006/10/21 55000 3.87

韓国鉄鋼 大手のポスコは、新日本製鉄への出資比率を株式持ち合いにより2.17％から3.87％に高める。金額は約550億円。新日鉄も
同額を投じ、ポスコへの出資比率を3.32％から5.32％に高める。互いに実質的な筆頭株主となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

株式会社エイチ・ジェイ（韓国産業洋
行資本）

韓国 千葉県 アミューズメン
ト

株式会社長崎日動 日本 長崎県 アミューズメン
ト

未上場

事業譲渡 2006/10/22

韓国系のゴルフ関連商社大手の日本法人である株式会社エイチ・ジェイ（千葉県市原市）は、10月に2回目の民事再生法適用を申請し
た愛野カントリー倶楽部の運営会社である長崎日動（長崎県雲仙市）から事業を譲り受け、経営再建を図る。長崎日動の負債総額は約
179億8,600万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

GEコンシューマー・ファイナンス株
式会社（GE Money日本法人）

米国 東京都 投資会社

TSBキャピタル（東京スター銀行） 日本 東京都 その他金融 未上場

事業譲渡 2006/10/23

米GEの個人向け金融サービス部門であるGE Moneyの日本法人でクレジットカードなど金融サービス提供のGEコンシューマー・ファイナ
ンス（GE Money、東京）は、東京スター銀行の全額出資子会社で同業のTSBキャピタルから住宅ローン事業の営業資産、約240億円を譲
り受ける。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

チバ・スペシャルティ・ケミカルズグ
ループ

スイス スイス 化学

三共ライフテック株式会社（第一三共
孫会社）

日本 東京都 医薬品 未上場

事業譲渡 2006/10/30

チバ・スペシャルティ・ケミカルズは、第一三共グループの三共株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：池上康弘）および
その子会社である三共ライフテック株式会社（本社：東京都文京区、取締役社長：安藤弘一）との間で、三共ライフテックにおける化
成品事業を譲受する事業譲渡契約に合意した。事業譲渡日は、2007年第1四半期を予定している。譲渡価格は非公表。同事業は、商
流、人員を含め、チバ・スペシャルティ・ケミカルズが、原則としてそのまま引き継ぐ。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アール・システムズ・インターナショ
ナル

インド インド ソフト・情報

株式会社アイセル 日本 大阪府 ソフト・情報 未上場

資本参加（株式持ち合い） 2006/11/01 300 15

インドのＩＴ企業でムンバイ証券取引所上場のアール・システムズ・インターナショナルは、システム開発のアイセル（大阪市）に株
式持ち合いにより資本参加、15％の株式を取得する。同社は、アール・システムズ株5％を取得する。金額はいずれも3億円程度とみら
れる。日本企業のインドでの知名度の低さからオフショア開発の成功例は日本の大手企業でも少ないが、アイセルはアール・システム
ズ・インターナショナル社との連携でインドでの開発に取り組む。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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シティグループ・プリンシパル・イン
ベストメンツ・ジャパン株式会社（米
シティグループ）

米国 東京都 投資会社

葵地所株式会社 日本 栃木県 不動産・ホテル 未上場

事業譲渡 2006/11/18 6000

米シティーグループで投資事業のシティグループ・プリンシパル・インベストメンツ・ジャパン（東京）は、リゾートホテル運営の葵
地所（栃木県那須塩原市）からホテル事業を譲り受ける。「エピナール那須」（栃木県那須町）「白河関の里」（福島県白河市）「リ
ゾートイン白浜」(千葉県南房総市）を取得し、金額は約60億円とみられている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

日清食品株式会社 日本 大阪府 食品 上場

出資拡大 2006/11/29 5000 7.37

11月29日付で提出された大量保有報告書により、米の投資会社、スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド
は、日清食品への出資比率を、11月21日時点で6.23％から7.37％に高めたことが明らかになった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ローン・スターグループ 米国 米国 投資会社

株式会社後楽園フアイナンス（東京
ドーム）

日本 東京都 その他金融 未上場

買収 2006/11/30 50500 100

米投資ファンドのローン・スターグループは、東京ドームの全額出資子会社で消費者金融会社向け貸金業の後楽園フアイナンス（東
京）を11月30日付で買収する。全株式を取得するほか、同社に対して東京ドームが持つ全貸付債権も取得する。金額は505億円とみら
れている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

日本アジアホールディングズ株式会社
（香港Japan Asia Holdings 
Limited 100%子会社）

香港 東京都 サービス

国際航業株式会社 日本 東京都 運輸・倉庫 上場

資本参加 2006/12/02 29

日本アジアホールディングズ株式会社は、ジェイ・ブリッジ株式会社との間で、同社が保有する国際航業株式会社株式の全株、
（10,635,000 株、発行済株式総数の27.87%相当）を譲り受けることで合意に至った。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ダルトン・インベストメンツ Dalton Investments L.L.C. 米国 米国 投資会社

株式会社京三製作所 日本 神奈川県 電機 上場

資本参加 2006/12/05 7.7

米投資会社のダルトン・インベストメンツは、京三製作所に6月に資本参加した。7.7％の株式を取得した。11月6日付で大量保有訂正
報告書を提出した。同社は、12月4日開催の取締役会で事前警告型の買収防衛策を決議し、20%以上の株式を取得する買付者に対して事
前に情報提供をするよう求めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

シチズン時計株式会社 日本 東京都 精密 上場

出資拡大 2006/12/05 10.25

12月5日付提出された大量保有報告の変更報告書により、米投資会社のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファ
ンドは、シチズン時計への出資比率を11月28日時点で9.20％から10.25％に高めたことが明らかになった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

合同会社月光（ジュピターインベスト
メント100％出資、ゴールドマン・
サックスグループ）

米国 東京都 投資会社

株式会社カウボーイ 日本 北海道 その他小売 ジャスダック

資本参加 2006/12/09 2384 43.97

米ゴールドマン・サックス・グループのジュピターインベストメント（東京）の全額出資子会社で債権買い取りの合同会社月光（東
京）は、北海道地盤で食品主体のディスカウントストア、カウボーイにTOBにより資本参加する。TOBの結果、出資比率は40.93%から
43.97%になった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ゴールドマン・サックスグループ The Goldman Sachs Group, Inc. 米国 米国 投資会社

パームヒルズゴルフリゾート 日本 沖縄県 アミューズメン
ト

未上場

買収 2006/12/12 100

米ゴールドマン・サックス・グループは、ゴルフ場経営のパームヒルズゴルフリゾート（沖縄県糸満市）を9月に買収、全株式を取得
した。同社は、12月12日付で民事再生法の適用を申請し、保全命令を受けた。負債総額は約254億円にも上る見通し。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

AAA Major Inc. 英国 英国 投資会社

株式会社コージツ 日本 兵庫県 その他小売 ジャスダック

資本参加 2006/12/21 1497

英バージン諸島の投資会社、AAA Majorは、小杉産業の子会社でジャスダック上場のコージツに資本参加、2007年1月16日付で1億2390
万円の新株予約権を取得する。新株予約権を全て行使した場合の金額は13億7,470万円で、総額は14億9,760万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ハックカンパニー Hach Company 米国 米国 電機

東亜ディーケーケー株式会社 DKK-TOA Corporation 日本 東京都 電機 上場

出資拡大 2006/12/22 18.65

ニューヨーク証券取引所上場のDanaher Corporationの全額出資子会社で水質分析計製造販売の米ハックカンパニー（コロラド州）
は、環境計測器製造の東亜ディーケーケーへの出資比率を12月22日付で11.03％から18.65％へと上昇する。ハックカンパニーは、Ｄ
anaher Corporationの環境事業部門における中核企業。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

三精輸送機株式会社 日本 大阪府 機械 上場

出資拡大 2006/12/24 24.57

10月25日付で提出された大量保有の変更報告書により、米投資会社のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファン
ドは、三精輸送機への出資比率を10月18日時点で24.57％に高めていたことが明らかになった。その目的を、同報告書は「投資」と明
記している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ベルフューズグループ Bel Fuse Inc. Group 米国 米国 電機

東光株式会社 日本 東京都 電機 上場

出資拡大 2006/12/25 6.02

電子部品製造の米ベルフューズグループは、コイル大手の東光への出資比率を5.02％から6.02％に高めた。ベルは、業績低迷の半導体
事業からの撤退、社外取締役の導入などを求めるため、東光の北野良明社長との会合を手紙で申し入れたが返答が無い、としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Galary Resources Grpup Inc. 英国 英国 投資会社

キャスコ株式会社 日本 大阪府 その他金融 未上場

買収 2006/12/26 100 67

英の投資会社、Galary Resources Group Inc.は、フォーサイド・ドット・コムの子会社で消費者金融のキャスコ（大阪市）を12月25
日付で買収、フォーサイドから1億円で67％の株式を取得した。同社の出資比率は7.6%に低下した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

リバティ・スクェア・アセット・マネ
ジメント

Liberty Square Asset 
Management, L.P.

米国 米国 投資会社

朝日放送株式会社 日本 大阪府 通信・放送 上場

出資拡大 2006/12/27 12.41

12月26日付で提出された大量保有の変更報告書により、米投資会社のリバティ・スクェア・アセット・マネジメントは、朝日放送への
出資比率を12月19日時点で12.41％に高めたことが明らかになった。リバティ側は、増資目的を、「純投資」と説明している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

NHN Japan株式会社（韓国NHN 
Corporation子会社）

韓国 東京都 ソフト・情報

株式会社マルチターム 日本 東京都 ソフト・情報 未上場

買収 2007/01/01 760 100

NHN Japan株式会社は、オンラインゲーム開発会社である株式会社マルチタームの発行済株式の100％を取得し、同社を完全子会社化し
た。マルチターム社の完全子会社化は、同社のMPSを核としたオンラインゲームの優れた開発力および豊富な実績をNHN Japanが高く評
価したことによる。NHN Japanは、ハンゲームとアソブログのサイトを通じて、多くのお客様にオンラインゲームサービスを提供して
いる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

株式会社アデランス 日本 東京都 その他製造 上場

出資拡大 2007/01/01 24.50

2006年10月13日付で提出された大量保有の変更報告書により、米投資会社のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・
ファンドは、アデランスへの出資比率を10月5日時点で24.50％に高めていたことが明らかになった。翌年の2007年1月1日には24.50%か
ら24.69%へと出資比率を高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

FIT 米国 米国 化学

株式会社フツラ・テック・セールス 日本 大阪府 その他販売・卸 未上場

資本参加（株式持ち合い） 2007/01/12 50

米の樹脂材料メーカー、FITは、ポリウレタン樹脂成形、加工、販売のフツラ・テック・セールス（大阪府吹田市）に株式持ち合いに
より3月をめどに資本参加、相互に5,000万円程度で株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

マッケンジー・ファイナンシャル・
コーポレーションなど

Mackenzie Financial Corporation カナダ カナダ 投資会社

株式会社日興コーディアルグループ 日本 東京都 通信・放送 上場

資本参加 2007/01/12 5.74

カナダの投資家、ピーター・カンディル氏などが率いる投資事業のマッケンジー・グループは、日興コーディアルグループに資本参
加、2006年12月31日時点で、マッケンジー・ファイナンシャル・コーポレーションが1.57%、マッケンジーカンディル・インベストメ
ント・マネジメントが3.74%など、あわせて5.74%の株式を取得し、筆頭株主となった。投資目的を、マッケンジー側は「純投資」とし
ている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

マッケンジー・ファイナンシャル・
コーポレーションなど

Mackenzie Financial Corporation カナダ カナダ 投資会社

株式会社テレビ朝日 日本 東京都 通信・放送 上場

資本参加 2007/01/12 6.13

カナダの投資家、ピーター・カンディル氏などが率いる投資会社のマッケンジー・グループは、テレビ朝日に資本参加した。2006年12
月31日時点でマッケンジー・ファイナンシャル・コープレーションが3.56%、マッケンジーカンディル・インベストメント・マネジメ
ントが1.85%など、あわせて6.13%の株式を取得、これにより第3位株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ブランデス・インベストメント・パー
トナーズ

Brandes Invenstment Partners, 
L.P.

米国 米国 投資会社

プロミス株式会社 日本 東京都 その他金融 上場

資本参加 2007/01/15 5.28

1月15日付で提出された大量保有報告書によれば、米投資ファンドのブランデス・インベストメント・パートナーズは、プロミスに資
本参加していた。2006年12月31日付で5.28％の株式を取得した。同報告書によると増資目的を「ポートフォリオ投資」としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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いちごアセットマネジメント Ichigo Asset Management 
International, Pte. Ltd.

シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

東京鋼鐵株式会社 日本 東京都 鉄鋼 ジャスダック

出資拡大 2007/01/16 10.96

いちごアセットマネジメントは、東京鋼鐵株式会社の株式を、2007年1月11日までに発行済み株式総数の10.96%に相当する1,912,000 
株取得したことが、関東財務局に提出された大量保有報告書で判明した。いちごアセットマネジメント は今後、公表済みの株式交換
比率の改善に向け、経営陣との対話を行っていく。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

エーオンアフィニティージャパン株式
会社（米Aon Inc.グループ）

米国 東京都 生保・損保

MC少額短期準備 日本 東京都 生保・損保 未上場

資本参加 2007/01/22

米エーオンコーポレーショングループのエーオンアフィニティージャパン株式会社は、2007年1月22日に少額短期保険事業の準備会社
（社名：MC 少額短期準備株式会社、本社：東京都港区、資本金2.8億円・資本準備金2億円）を設立した。2006年4月の改正保険業法の
施行を受けたもので、今後、財務局への登録申請や営業体制整備を進め、早ければ本年5月に少額短期保険業者としての営業開始を目
指す。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

オービス・インベストメント・マネジ
メント

英国 英国 投資会社

日興コーディアルグループ 日本 東京都 証券 上場

出資拡大 2007/01/23 6.75

英バミューダ諸島の投資会社、オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、日興コーディアルグループへの出資比率
を、1月15日時点で5.06％から6.75％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

SK HOLDINGS 韓国 韓国 鉱業

新日本石油株式会社 日本 東京都 石炭・石油 上場

資本参加（株式持ち合い） 2007/01/23 12000 1

韓国の石油 大手、SKは、国内石油 大手の新日本石油に株式持ち合いにより資本参加したことにより、日韓 大手同士の提携が実
現、それぞれ1.0％の株式を取得する。金額は120億とみられている。両社は、この資本参加を「グローバル化が進展する石油産業にお
いて両社の競争力強化を図り、経済成長の著しいアジア地域における事業展開を通じて相互の発展を期するため」としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アスコット・レジデンス・トラスト Ascott Residence Trust シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

メック六本木特定目的会社 日本 東京都 不動産・ホテル 未上場

買収 2007/01/25 7100

三菱地所は「サマセット六本木」を保有するメック六本木特定目的会社の優先出資を譲渡する、と発表した。「サマセット六本木」
は、1999年6月竣工、鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上13階建のサービスアパートメント。延床面積4,867平方メートル、譲渡価格
は「サマセット六本木」の資産価値43億円に引渡時点の負債等を調整した優先出資価額の同社保有分相当額（14億円を見込む）。譲渡
先は、Ascott Residence Trust（シンガポール）で、譲渡の日程は1月23日契約書締結、4月5日引渡予定。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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株式会社サイカン（韓国Cykan 
holdings Co.,Ltd.グループ）

韓国 東京都 ソフト・情報

コムシード株式会社 日本 東京都 ソフト・情報 上場

買収（TOB） 2007/01/26 1985 55

韓国のオンラインゲーム会社、サイカンホールディングスは、同社の金正律会長が8月に全額出資で設立したサイカン（東京）を通じ
て、名証セントレックス上場で携帯サイト開発、運営のコムシードを2007年1月26日付で買収する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ダノングループ Danone group フランス フランス 食品卸

カルピス味の素ダノン株式会社 日本 東京都 食品 未上場

買収 2007/02/01 100

仏の食品大手、ダノングループは、カルピス、味の素との合弁会社でチルド乳製品製造販売のカルピス味の素ダノン（CAD、東京）を
買収する。カルピス、味の素からそれぞれ30％、20％を取得し、完全子会社化、社名を「ダノン・ジャパン」に変更。同時に、カルピ
スがCADに貸与している館林工場の土地、建物、生産設備も取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

エスエスエフ・スリー・アジア・ホー
ルディング・リミテッド

SSF III Asia Holding, Ltd. 米国 英国 投資会社

藤田観光株式会社 日本 東京都 不動産・ホテル 上場

資本参加 2007/02/03 15000 14.19

米モルガン・スタンレー証券が運営する英ケイマン諸島の不動産関連事業投資会社、エスエスエフ・スリー・アジア・ホールディン
グ・リミテッドは、藤田観光に2月16付で資本参加する。森トラストから14.19%（議決ベース14.96%）の株式を取得する。金額は約150
億円とみられている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

エートスグループ 米国 米国 投資会社

株式会社東京ヒューマニアエンタプラ
イズ

日本 東京都 不動産・ホテル 未上場

買収 2007/02/07 20000

米投資会社のエーストグループは、日本航空（JAL）傘下の日本航空インターナショナル（東京）と伊藤忠商事が共同出資し、「ホテ
ル日航東京」を経営する東京ヒューマニアエンタープライズを買収する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

有限会社ジュピターインベストメント
（ゴールドマン・サックスグループ）

米国 東京都 投資会社

プリモ・ジャパン株式会社 日本 東京都 その他小売 未上場

買収 2007/02/13 5500 100

プリモ・ジャパン株式会社は自社株式をゴールドマン・サックスグループの有限会社ジュピターインベストメントに譲渡した。プリ
モ・ジャパン株式会社はブライダルリング専門店および高級ダイヤモンド専門店を全国に52店舗（2006年12月末日現在）展開してい
る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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キャタピラー Caterpillar Inc 米国 米国 機械

新キャタピラー三菱株式会社 日本 東京都 機械 未上場

買収 2007/02/15 70

建設機械世界 大手の米キャタピラーは、三菱重工業との折半出資会社で油圧ショベルなど製造の新キャタピラー三菱（東京）を買収
する。三菱重工から株式を取得し、出資比率を70%に高める予定である。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

キャピタランド・ジャパン（キャピタ
ランド日本法人）

シンガ
ポール

シンガ
ポール

不動産・ホテル

モリモト・アセット・マネジメント株
式会社

日本 東京都 その他金融 未上場

資本参加 2007/02/16 3430

ビ・ライフ投資法人（BLI）と同社の資産運用会社であるモリモト・アセットマネジメント（株）は13日、キャピタランド・ジャパン
（株）および大和ハウス工業（株）と業務提携したことを発表した。キャピタランド・ジャパンは、アジア地域を中心に複数の不動産
投資信託を含む幅広い不動産開発・金融事業を展開するキャピタランドグループの日本法人であり、今回の業務提携により同投資法人
の成長戦略に参画することとなった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

三精輸送機株式会社 日本 大阪府 機械 上場

出資拡大 2007/02/17 28

米投資会社のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンドは、三精輸送機への出資比率を24.57％から28％まで
高める提出書を2月15日付で同社に提出した。追加取得の同意を求めている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

イシン・ヨコハマ・ホールディングス
（米グローブ・インターナショナル・
パートナーズ傘下）

米国 東京都 不動産・ホテル

株式会社横浜グランドインターコンチ
ネンタルホテル

日本 神奈川県 不動産・ホテル 未上場

資本参加 2007/02/20

オフィスビル・ホテル事業を手がける森トラスト（東京都港区）は2月20日、同社の保有する「横浜グランド インターコンチネンタル
 ホテル」の株式（発行済株式総数の78.78％）のうち50％（24万1,550株）をイシン・ホテルズ・グループのグループ会社であるイシ
ン・ヨコハマ・ホールディングス（同）へ売却する契約を締結したと発表した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

サウスイースタンアセットマネージメ
ント

South Eastern Asset Management 
Inc.

米国 米国 投資会社

日興コーディアルグループ 日本 東京都 証券 上場

資本参加 2007/02/22 6.08

2月22日付で提出された大量保有報告書によると、米資産運用会社のサウスイースタンアセットマネジメントは、日興コーディアルグ
ループに資本参加、2月15日までに6.08％の株式を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

株式会社ノーリツ 日本 兵庫県 非鉄・金属製品 上場

出資拡大 2007/02/22 15.50

2月22日付で提出された大量保有の変更報告書によると、米投資会社のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファ
ンドは、ノーリツへの出資比率を2月15日時点で14.48から15.50％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

有限会社オレンジ・ウェイ（米
Strategic Value Partners, LLCグ
ループ）

米国 東京都 投資会社

ウエルライフ株式会社 日本 東京都 サービス 未上場

買収 2007/02/28 80

米の投資会社、ストラテジック・バリュー・パートナーズは、グループで同業の有限会社オレンジ・ウェイ（東京）を通じて、日本ケ
ミファの全額出資子会社で都市型介護付有料老人ホームのウエルライフ株式会社を2月28日付で買収する。80%の株式を取得するもの
の、現経営陣は引き続き経営に参画する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Best Growth Fund Best Growth Fund 英国 英国 投資会社

ジェイ・ブリッジ株式会社 日本 東京都 その他金融 上場

資本参加 2007/03/01 1998 18.11

英ケイマン諸島の投資会社、Best Growth Fundは、ジェイ・ブリッジに資本参加する。無担保転換社債型新株予約権付社債金20億円の
現物出資（DES）により、19億9800万円で18.11%の株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Dalton Investments L.L.C. 米国 米国 投資会社

日本精化株式会社 日本 大阪府 化学 上場

出資拡大 2007/03/01 13.53

3月1日付で提出された大量保有の変更報告書によれば、米投資会社のダルトン・インベストメンツは、日本精化への出資比率を、2月
26日時点で12.50％から13.53％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Rising Sun International 
Invenstment Fund

米国 米国 投資会社

株式会社アポロ・インベストメント 日本 大阪府 その他金融 上場

資本参加 2007/03/02 1540 14.83

米投資会社のRising Sun International Investment Fundは、株式会社アポロ・インベストメントに3月2日付で資本参加する。15億
4000万円の第三者割当増資を引き受け、14.83％の株式を取得し、第2位株主となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式
会社（米ローンスターグループ）

米国 東京都 不動産・ホテル

オクマビーチランド株式会社、南西観
光開発株式会社

日本 沖縄県 不動産・ホテル 未上場

買収 2007/03/06 15000 100

米ローンスターグループのソラーレホテルズアンドリゾーツ（東京）は、グループのSHR2を通じて、オクマビーチランド(沖縄県国頭
村)と南西観光開発(沖縄県石垣市）を2月28日付で買収した。いずれも日本航空グループのホテルを運営していたが、買収後も引き続
きJALホテルズが運営。また、SHR2は、同グループの首里観光（那覇市）の株式も取得、金額は合計で150億円超と見られる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

台湾半導体 台湾 台湾 電機

日本インター株式会社 日本 神奈川県 電機 上場

資本参加（株式持ち合い） 2007/03/06 1.3

台湾の半導体部品製造会社、台湾半導体は、日本インターに株式持ち合いにより資本参加する。市場から1.3％の株式を取得する。日
本インターも台湾半導体株1.4％を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

日本IBM株式会社（米IBM 
Corporation日本法人)

米国 東京都 電機

株式会社ディーエム情報システム 日本 東京都 ソフト・情報 未上場

買収 2007/03/07 100

日本IBMは、約9.6％の株式を保有していた株式会社ディーエム情報システムについて、3月6日付で連結対象子会社とし、日本IBMグ
ループ会社にすることでより緊密な連携を進めていく。ディーエム情報システムは、金融機関向けの情報システム構築および運用をは
じめとした、金融業界の情報システムに関する卓越したスキルと豊富な経験を蓄積してきた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

TPG Biotechnology Partners II, 
L. P.

米国 米国 投資会社

株式会社タカラトミー 日本 東京都 その他製造 上場

資本参加 2007/03/07 20000 14.38

米投資会社のTPGは、タカラトミーに3月23日付で資本参加する。同社自己株式190万株を13億5660万円で買い取るほか、第2位株主で投
資事業のティーツーファンド（T2ファンド、東京）11.57%の株式を取得する。出資比率は議決権ベースで14.38%となり、第2位株主に
浮上する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

株式会社グローバルビジョンテクノロ
ジー（米Global Vision 
Technology, Inc.関連会社）

米国 東京都 サービス

株式会社シーフォーシステムデザイン 日本 東京都 ソフト・情報 未上場

買収 2007/03/09

日米ビジネス支援のGlobal Vision Technology（米カリフォルニア州、日本人の天野雅晴氏が創業）の関連会社で日米エンジニアリン
グサポートのグローバルビジョンテクノロジー（東京）は、シーフォーテクノロジーの全額出資子会社で情報セキュリティ製品企画開
発のシーフォーシステムデザインを、3月9日付で買収した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ハービンジャー・キャピタル・パート
ナーズ・オフショア・マネージャー・
エル・エル・シー

Harbinger Capital Partner L.L.C. アイルラ
ンド

アイルラ
ンド

投資会社

株式会社ドトールコーヒー 日本 東京都 食品卸 上場

出資拡大 2007/03/16 10.19

コーヒーチェーンのドトールコーヒーは、アイルランドの投資会社ハービンジャー・キャピタル・パートナーズ・オフショア・マネー
ジャーエル・エル・シーの運営する投資ファンドが同社の発行済み株式の10.19％を取得、第2位株主になったと発表した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ユタールデン・エーエス Uthalden AS ノル
ウェー

ノル
ウェー

投資会社

株式会社赤阪鐵工所 日本 東京都 機械 上場

出資拡大 2007/03/23 6.48

3月23日付で提出された大量保有の変更報告書によると、ノルウェーの投資会社、ユタールデン・エーエスは、舶用内燃機関専業の赤
阪鐵工所への出資比率を3月16日時点で5.41％から6.48％に高めていた。第2位株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

マッケンジー・ファイナンシャル・
コーポレーションなど

Mackenzie Financial Corporation カナダ カナダ 投資会社

アイフル株式会社 日本 京都府 その他金融 上場

出資拡大 2007/03/23 7.75

3月20付で提出された大量保有の変更報告書によって明らかになったところでは、マッケンジー・ファイナンシャルコーポレーション
などは、アイフルへの出資比率を、6.24%から7.75%に引き上げた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ゼネラル・エレクトリック General Electric Company 米国 米国 電機

三洋電機クレジット株式会社 日本 大阪府 その他金融 上場

買収（TOB） 2007/03/24 130039 66.67

三洋電機クレジットは23日、米ゼネラル・エレクトリック（General Electric、GE）による株式公開買付け（TOB）に同意したことを
発表した。TOBの買付け価格は1株当たり3250円で、発行済み株式の66.67％を下限に取得する。全株式取得の場合、買収額は約1350億
円になる見通し。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

日清食品株式会社 日本 大阪府 食品 上場

出資拡大 2007/03/27 5400 10.31

3月26日付で提出された大量保有の変更報告書によると、米投資会社のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファ
ンドは、日清食品への出資比率を3月16日時点で9.28％から10.31％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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Dongwoo M&FC Co., Ltd. 韓国 韓国 投資会社

日本精密株式会社 日本 埼玉県 精密 ジャスダック

資本参加 2007/03/27 365 17.2

韓国の投資会社、Dongwoo M＆FC Co., Ltd.は日本精密に3月27日付で資本参加する。17.2％の株式を取得し、筆頭株主となる。3月16
日付で日用品雑貨製造卸のプラコムなどから207万円で取得した新株予約権207個の内119個を行使し、金額総額は3億6,502万円とな
る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シティグループ・プリンシパル・イン
ベストメンツ・ジャパン株式会社（米
シティグループ）

米国 東京都 投資会社

プリンスホテル（西武ホールディング
ズ）保有特別目的会社

日本 東京都 ソフト・情報 未上場

買収 2007/03/28 3299 85.1

米シティグループで投資会社のシティグループ・プリンシパル・インベストメンツ・ジャパン（東京）は、経営再建中の西武ホール
ディングス（同）傘下のプリンスホテルから「水上高原プリンスホテル」等4施設を承継する特別目的会社を3月28日付で買収する。シ
ティ側が組成する4施設を吸収分割し、取得する全株式の内85.1%をシティ側に売却、金額は32億9,900万円の見込み。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Napa partners 英国 英国 投資会社

株式会社デジタルアドベンシャー 日本 東京都 ソフト・情報 ヘラクレス

資本参加 2007/03/28 500 12.21

英ケイマン諸島の投資会社、Napa Partnersは、デジタルコンテンツ配信のデジタルアドベンチャーに4月13日付で資本参加する。5億
円の第三者割当増資を引き受け、12.21%の株式を取得し、第2位の株主となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

株式会社中北製作所 日本 大阪府 機械 上場

出資拡大 2007/03/28 13.05

米投資会社のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンドは、中北製作所への出資比率を2007年1月11日までに
13.05％に高めていた。筆頭株主となった。その保有目的をスティール・パートナーズ側は「投資や経営陣への助言のため」としてい
る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ウェストモント・ホスピタリティ・グ
ループ

米国 米国 不動産・ホテル

株式会社西武ホールディングス 日本 埼玉県 サービス 未上場

事業譲渡 2007/03/30 5000

米ウエストモント・ホスピタリティ・グループは、西武ホールディングス（埼玉県所沢市）のグループ会社からカナダの「トロントプ
リンスホテル」を3月30日付で譲り受けた。金額は約50億円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ゴールドマン・サックス・インターナ
ショナル

Goldman Sachs International 米国 英国 投資会社

株式会社ヤギ 日本 大阪府 その他販売・卸 上場

出資拡大 2007/03/31 11.35

米のゴールドマン・サックス証券グループで英の投資会社、ゴールドマン・サックス・インターナショナルは、ヤギへの出資比率を、
3月31日までに0.25％から11.35％に高めていた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ウォーバーグ・ピンカス 米国 米国 投資会社

株式会社クオリケーション 日本 東京都 不動産・ホテル 未上場

資本参加 2007/04/02 1000 16

米企業買収ファンド大手のウォーバーグ・ピンカスは、不動産ファンド運営のクオリケーション（東京）に資本参加、16％の株式を取
得した。金額は数十億円とみられる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シティグループ Citi Group 米国 米国 銀行

株式会社明光商会 日本 東京都 その他販売・卸 ジャスダック

資本参加 2007/04/06 1276 5.53

4月6日付で提出された大量保有報告書によると、米シティグループは、シュレッダー製造販売の明光商会に資本参加した。4月2日時点
で市場から5.53％の株式を取得し、かかった金額は12億7600万円だという。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

三洋信販株式会社 日本 福岡県 その他金融 上場

出資拡大 2007/04/10 9.98

4月10日付で提出された大量保有の変更報告書によると、英投資会社のシルチェスター・インターナショナル・インベスターズは、三
洋信販への出資比率を4月4日時点で8.75％から9.98％に高めた、という。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ブランデス・インベストメント・パー
トナーズ

Brandes Invenstment Partners, 
L.P.

米国 米国 投資会社

株式会社武富士 日本 東京都 その他金融 上場

出資拡大 2007/04/10 6.37

4月10日付で提出された大量保有の変更報告書によれば、米投資ファンドのブランデス・インベストメント・パートナーズは、武富士
への出資比率を3月30日時点で5.26％から6.37％に高めた。また、同報告書によると、増資の目的を「ポートフォリオ投資」としてい
る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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カーライル・グループ Carlyle Group L.L.C. 米国 米国 投資会社

仲谷マイクロデバイス株式会社 日本 大分県 電機 未上場

資本参加 2007/04/13 1500

仲谷マイクロデバイス株式会社は、２００７年４月１３日、カーライル・グループと、カーライルが管理・運営するアジア向けのグ
ロース・キャピタル（成長資金投資）ファンドを通じて、第三者割当増資による資本出資契約を締結した。この資本提携により経営戦
略およびコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることで、よりよいソリューションといっそうの満足を提供できると、仲谷マイク
ロデバイス側は考えている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

有限会社城山プロパティーズ（モルガ
ン・スタンレーグループ）

米国 東京都 不動産・ホテル

エーエヌエー・プロパティ・マネジメ
ント

日本 東京都 不動産・ホテル 未上場

買収 2007/04/13 281300 100

米モルガン・スタンレーグループは、関係会社が運営する不動産ファンドが設立した城山プロパティーズ（東京）を通じて、全日本空
輸（ANA）の全額出資子会社で直営ホテルの関連子会社14 社の全株式等を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

リバティ・スクェア・アセット・マネ
ジメント

Liberty Square Asset 
Management, L.P.

米国 米国 投資会社

高田機工株式会社 日本 大阪府 非鉄・金属製品 上場

出資拡大 2007/04/18 1525 17.90

4月18日付で提出された大量保有の変更報告書によると、米投資ファンドのリバティ・スクェア・アセット・マネジメントは、高田機
工への出資比率を4月11日付で3.02％から17.90％に高めた。米スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンドから
市場外取引で14.88%の株式を取得した。金額は15億2,500万円にのぼるという。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ジーエス・ティー・ケー・ホールディ
ングス・ツー（GSTK2）

米国 東京都 投資会社

株式会社USEN 日本 東京都 ソフト・情報 ヘラクレス

資本参加 2007/04/19 25000 18

USENは4月19日、ゴールドマン・サックス・グループから約250億円の出資を受け入れると発表した。調達資金は、金融機関からの借入
金の返済に充てる。USENは、ゴールドマン・サックス傘下のジーエス・ティーケー・ホールディングス・ツー（GSTK2）を引き受け先
として、第三者割当増資により新株2450万9810株を発行する。発行価額は1株あたり1020円で、4月18日の終値に対するディスカウント
率は4.94％。払込期日は5月11日とする。増資後、GSTK2はUSEN株の18.07％を保有する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

イメーション Imation Corporation 米国 米国 電機

TDK株式会社 日本 東京都 電機 上場

事業譲渡 2007/04/19 31053

TDKは4月19日、Blu-ray Discを含む記録メディアの販売事業を米Imation(イメーション)に3億ドル(約360億円)で譲渡することで合意
したと発表した。なお、TDKは研究開発と製造事業、他社へのOEM販売については継続する。 今回の合意では、TDKがイメーションに
TDKブランドの記録メディア販売事業を譲渡し、「TDK」ブランドの使用を許諾。ブランドの使用許諾範囲は、現在と将来の磁気テー
プ、記録型光ディスク、フラッシュメモリ製品や、その他アクセサリなど。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ザイダスグループ ZYDAS Group インド インド 医薬品

日本ユニバーサル薬品株式会社 日本 東京都 医薬品 未上場

買収 2007/04/19

医薬品の世界的企業であり、インドで屈指の総合製薬企業であるZydus グループは、世界第2 の医薬品市場である日本での事業基盤を
強化すべく、日本ユニバーサル薬品株式会社の株式を100％取得して、同社との提携を進めることを発表した。ザイダスは、日本での
ジェネリック薬市場への参入を狙い、2006 年9 月にザイダスファーマ株式会社を設立したが、今回の提携により、その活動を飛躍的
に発展させる予定。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

いちごアセットマネジメント Ichigo Asset Management 
International, Pte. Ltd.

シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

株式会社ニッキ 日本 神奈川県 輸送用機器 上場

出資拡大 2007/04/20 12.76

シンガポールの投資会社、いちごアセットマネジメントは、ニッキへの出資比率を4月18日時点で12.76％（議決権ベース13.64％）に
高め、筆頭株主となった。4月20日付で関東財務局に大量保有の状況に関する変更報告書を提出した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

株式会社ジャパン・エキスプレス・ホ
テル・ホールディングス（香港チャイ
ナ・クレジット・ホールディングス）

香港 東京都 不動産・ホテル

株式会社ホテルプラザ宮崎 日本 宮崎県 不動産・ホテル 未上場

買収 2007/04/20

4月20日付で、淀川製鋼所の完全子会社であるヨドコウ興発は、一事業部門として宮崎市においてホテルプラザ宮崎を運営していた
が、宮崎県への観光客数の減少による市場環境の変化や施設の老朽化による競争力の低下により業績が低迷したためホテル事業からの
撤退を決め、ホテル事業を、ジャパン・エキスプレスグループ（香港証券取引所上場のチャイナ・クレジット・ホールディングスの子
会社）に譲渡した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

リバティ・スクェア・アセット・マネ
ジメント

Liberty Square Asset 
Management, L.P.

米国 米国 投資会社

宝印刷株式会社 日本 東京都 出版・印刷 上場

出資拡大 2007/04/20 10.66

4月19日付で提出された大量保有の変更報告書によってあきらかになったところ、米投資ファンドのリバティ・スクェア・アセット・
マネジメントは、宝印刷への出資比率を4月12日時点で9.52％から10.66％に高めた。同報告書によれば、この増資目的は「純投資」で
あるという。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ダルトン・インベストメンツ Dalton Investments L.L.C. 米国 米国 投資会社

フジテック株式会社 日本 大阪府 機械 上場

出資拡大 2007/04/23 15.30

4月23日付で提出された大量保有の変更報告書により明らかになったところでは、米投資会社のダルトン・インベストメンツは、フジ
テックへの出資比率を4月23日までに15.30％に高めていた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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TAKA SUNRISE TECK SDN BHD ブルネイ ブルネイ 投資会社

BAU BIO INTERNATIONAL株式会社 日本 東京都 その他販売・卸 未上場

買収 2007/04/23 3 84.1

ブルネイの投資会社、TAKA SUNRISE TECK SDN BHDは、千年の杜の子会社で建築資材販売、輸出入のBAU BIO INTERNATIONAL株式会社
（東京）を4月23日付で買収する、千年の杜から353万円で84.1%の株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

サン・キャピタル・パートナーズたら
み現経営陣

Sun Capital Partners Inc. 米国 米国 投資会社

株式会社たらみ 日本 長崎県 食品 未上場

事業譲渡 2007/04/28 2000

企業再生ファンド大手の米サン・キャピタル・パートナーズは、新会社を設立し、ゼリー・食品製造のたらみ（長崎市）から事業全部
をMBOにより譲り受ける。金額は約20億円とみられている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

いちごアセットマネジメント Ichigo Asset Management 
International, Pte. Ltd.

シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

東京鋼鐵株式会社 日本 東京都 鉄鋼 ジャスダック

出資拡大 2007/05/01 19.25

5月1日付で提出された大量保有の変更報告書によると、シンガポールの投資ファンド、いちごアセットマネジメントは、東京鋼鉄への
出資比率を4月27日時点で17.58％から19.25％に高めた。増資目的を同報告書で、いちごアセット側は「株主リターンとして配当およ
び値上がり利益の追求」を挙げている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Hamilton Sundstrand 
Corporation(HS)

米国 米国 機械

日機装サンドストランド株式会社 日本 東京都 機械 未上場

買収 2007/05/01

サンダインポンプ・コンプレッサー製造販売の米Hamilton Sundstrand Corporationは、日機装との折半出資合弁会社で同業の日機装
サンドストランド（東京）を買収する。今後大きな成長が見込まれるアジア・オセアニアのマーケット向けのサンダイン製品につい
て、その販売を合弁会社に一元化し、その製造を当社に集約することにより、サンダイン製品事業の強化・拡大を図ることが目的であ
る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ハービンジャー・キャピタル・パート
ナーズ・オフショア・マネージャー・
エル・エル・シー

Harbinger Capital Partner L.L.C. アイルラ
ンド

アイルラ
ンド

投資会社

東京製鐵株式会社 日本 東京都 鉄鋼 上場

資本参加 2007/05/08 5.16

アイルランドの投資会社、ハービンジャー・キャピタル・パートナーズは、東京製鉄に資本参加した。4月25日時点で5.16％の株式を
取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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オリンパスキャピタルグループ組成
ファンド

Olympus Capital Holdings Asia 米国 英国 投資会社

京都きもの友禅株式会社 日本 東京都 その他小売 上場

資本参加 2007/05/09 8000 33.3

米投資ファンドのオリンパスキャピタルグループは、英ケイマン諸島で組成したファンドを通じて、京都きもの友禅株式会社に5月28
日付で資本参加する。創業者一族から33.3％の株式を取得する。これによって、同ファンドは京都きもの友禅株式会社の筆頭株主にな
る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ニッポンエクイティーパートナーズ・
ビーブイ

Nippon Equity Partners B.V. オランダ オランダ 投資会社

株式会社クオンツ 日本 東京都 その他金融 ジャスダック

資本参加 2007/05/10 4500

投資・コンサルティング事業のStructured Finance Management Netherlands BVが運営するファンド、ニッポンエクィティーパート
ナーズは、クオンツに資本参加する。2007年5月10日付で、45億円の無担保転換社債型新株予約権（MSCB）を引き受ける。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ゴールドマン・サックス・インターナ
ショナル

Goldman Sachs International 米国 米国 投資会社

株式会社リステアホールディングス 日本 兵庫県 繊維 未上場

資本参加 2007/05/14 約20

米証券会社のゴールドマン・サックスは、高級セレクトショップ「リステア」を傘下にもつリステアホールディングス（神戸市）に資
本参加する。第三者割当増資を引き受け、約20%以上の株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Prospect Asset Management, Inc. 米国 米国 投資会社

株式会社グローベルス 日本 東京都 不動産・ホテル 上場

資本参加 2007/05/15 32.72

投資顧問業の米Prospect Asset Management, Inc.（プロスペクト）は、マンション分譲のグローベルスに5月28日付で資本参加する。
グローベルスの株式の33.65％（1,954万1,000株）を保有する大京が、プロスペクトにそのうち1,900株（発行済株式の32.72％）を譲
渡するため。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

CLSAサンライズ・キャピタルLLP CLSA Sunrise Capital LLP フランス 英国 投資会社

トラステックホールディングス株式会
社

日本 大阪府 運輸・倉庫 上場

買収 2007/05/17 5100 68.07

仏の商業銀行、クレディ・アグリコール銀行グループのCLSAキャピタル・パートナーズが助言する英ケイマン諸島の日本企業向け投資
ファンド、CLSAサンライズ・キャピタルLLCは、トラステックホールディングスを5月17日付で買収する。51億円の第三者割当増資を引
き受け68.07%の株式を取得する予定。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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マッコーリー・グッドマン・ジャパン
（マッコーリー・グッドマン・グルー
プ）

Macquarie Goodman Japan Pte. 
Ltd.

豪州 シンガ
ポール

投資会社

株式会社日本レップ 日本 東京都 不動産・ホテル マザーズ

買収 2007/05/18 30380

5月17日開催の取締役会において、マッコーリー・グッドマン・ジャパン（MacquarieGoodman Japan Pte. Ltd．との資本業務提携及び
第三者割当による新株式の発行を行うことを決議し、ＭＧＪとの業務提携に関する契約書を締結した。マッコーリー・グッドマン・
ジャパンはオーストラリアの総合インダストリアル不動産会社であるマッコーリー・グッドマン・グループと投資銀行マッコーリー・
バンクとの間の合弁会社であるマッコーリー・グッドマン・アジアにより設立された投資会社。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

いちごアセットマネジメント Ichigo Asset Management 
International, Pte. Ltd.

シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

株式会社鳥羽洋行 日本 東京都 その他販売・卸 ジャスダック

資本参加 2007/05/22 9.26

5月21日付で提出された大量保有報告書によると、シンガポールの投資ファンド、いちごアセットマネジメントは、鳥羽洋行に5月15日
付で資本参加、5.45％の株式を取得した。後の同年10月19日に提出された大量保有報告書によれば、出資比率は、5.45%から9.26%に修
正した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ザ・エスエスピー・バリュー・リアラ
イゼーション・マスターファンド

The SFP Value Realization 
Master Fund Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社三條機械製作所 日本 新潟県 機械 上場

出資拡大 2007/05/23 11.02

英領西インド諸島の投資会社、ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッドは、三條機械製
作所への出資比率を5月23日時点で9.97%から11.02%に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

有限会社ジュピターインベストメント
（ゴールドマン・サックスグループ）

米国 東京都 投資会社

SBIキャピタル株式会社 日本 東京都 その他金融 未上場

資本参加 2007/05/23

米ゴールドマン・サックス証券グループで投資事業のジュピターインベストメント（東京）はSBIホールディングスの子会社でファン
ド運用のSBIキャピタル（同）に5月23日付で資本参加する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ピー・アール・エル・ジャパン株式会
社（米ポロ・ラルフローレン100％子
会社）

米国 東京都 繊維

株式会社インパクト二十一 日本 東京都 その他販売・卸 上場

買収（TOB） 2007/05/29 39720 100

インパクト二十一は21日、同社の親会社であるピー・アール・エル・ジャパン株式会社（以下、PRLジャパン）が、株式交換で同社を
完全子会社化すると発表した。PRLジャパンは米ポロ・ラルフローレンの100％子会社で買収目的会社。4月13日に、PRLジャパンを通じ
てインパクト二十一のTOBでの完全子会社化を目指すと発表していた。4月17日から5月21日までの間実施したTOBの結果、8月末現在、
ポロ・ラルフローレン社がインパクト二十一の総議決権数の約19.98％、PRLジャパンが同77.33％を保有しているという。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ザ・エスエスピー・バリュー・リアラ
イゼーション・マスターファンド

The SFP Value Realization 
Master Fund Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社アバールデータ 日本 東京都 電機 ジャスダック

出資拡大 2007/05/30 16.62

英領西インド諸島の投資会社、ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッドは、電子制御装
置製造のアバールデータへの出資比率を15.49%から16.62%に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Newspace Investments SL タイ スペイン 投資会社

株式会社ベネックス 日本 東京都 その他製造 未上場

資本参加 2007/05/30 25.0

カナドイルの関連企業であるNewspace Investments SL が、ベネックスの大株主であるTMCAP2000 投資事業有限責任組合（東京海上
キャピタル株式会社が運営するファンド）から、発行済株式総数の25.0%に相当するベネックス株式を5月30日付けで譲り受ける。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

株式会社ジャパン・エキスプレス・ホ
テル・ホールディングス（香港チャイ
ナ・クレジット・ホールディングス）

香港 東京都 不動産・ホテル

牧野航空旅行株式会社 日本 北海道 サービス 未上場

買収 2007/05/30 58

香港証券取引所上場でホテル、旅行、金融業などを展開するチャイナ・クレジット・ホールディングスの日本法人、ジャパン・ホテ
ル・エキスプレス（東京）は、旅行会社の牧野航空旅行を3月に買収、58%の株式を取得していた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アシアナ航空 Asiana Airlines, Inc. 韓国 韓国 運輸・倉庫

全日本空輸株式会社 日本 東京都 運輸・倉庫 上場

資本参加（株式持ち合い） 2007/05/30 1455

全日本空輸とアシアナ航空は5月30日、両社が資本提携し、共同運航などの協力体制を強化すると発表した。両社は取得金額ベースで
1,200万ドルの株式を相互保有する。また、これまでにも行ってきた共同運航を、全日空が運航する成田─ホノルル線にも7月1日から
拡大する。また、燃油の共同調達なども進める。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

株式会社ハイレックスコーポレション 日本 兵庫県 輸送用機器 上場

出資拡大 2007/06/12 6.30

6月12日付で提出された大量保有の変更報告書によると、米投資会社のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファ
ンドは、自動車用コントロールケーブル 大手のハイレックスコーポレーションへの出資比率を6月5日時点で5.29%から6.30%に高め
た。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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Schott A.G. ドイツ ドイツ 窯業

株式会社モリテックス 日本 東京都 精密 上場

資本参加 2007/06/13 1

高機能特殊ガラス製造の独ショット（SCHOTT）は、産業用画像処理装置製造のモリテックスに資本参加、1％の株式を取得する。両社
は戦略的業務提携に向けた覚書を、6月13日付で交わしている。モリテックス側は、ショットと提携することで他の株主に企業価値の
向上策を示す狙いがある。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Suｎ Hung Kai & Co. Ltd. 香港 香港 投資会社

ジェイ・ブリッジ株式会社 日本 東京都 その他金融 上場

資本参加 2007/06/15 7200 48.5

香港の金融事業会社、Sun Hung Kai ＆ Co. Ltd.は、ジェイ・ブリッジに資本参加する。7月2日付で4億円の新株予約権を引き受け
る。全部行使した場合、金額は68億円で、出資比率は48.5%ととなる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Taiyo Fund Management Co. LLC 米国 米国 投資会社

みらかホールディングス株式会社 日本 東京都 医薬品 上場

出資拡大 2007/06/18 11.37

6月18日付で提出された大量保有の変更報告書によると、米投資会社のTaiyo Fund Management Co.LLCは、みらかホールディングスへ
の出資比率を6月11日時点で9.90％から11.37％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アーノルド・アンド・エス・ブレイク
ロウダー・アドバイザース

Arnhold and S.Bleichroeder. 
Advisers, L.L.C.

米国 米国 投資会社

コーセル株式会社 日本 富山県 電機 上場

出資拡大 2007/06/21 12.60

米有力資産運用会社のアーノルド・アンド・エス・ブレイクロウダー・アドバイザーズは、スイッチング電源大手のコーセルへの出資
比率を5月20日時点で3.71％から12.60%に高め、第5位株主から第2位株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ブラックロック・ジャパン株式会社
（米ブラックロックグループ）

米国 東京都 投資会社

株式会社インターネット総合研究所 日本 東京都 ソフト・情報 マザーズ

資本参加 2007/06/21 5.09

大手資産運用会社、ブラックロック（米ニューヨーク州）グループで投資顧問業のブラックロック・ジャパン（東京）は、インター
ネット総合研究所（IRI）に資本参加した。6月15日時点で5.09%の株式を取得したことが、6月20日付で提出された大量保有報告書に
よって明らかになった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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フィーマット・インターナショナル・
バンク

Fimat international bank S.A. フランス フランス 投資会社

ひまわりシーエックス（ひまわりホー
ルディングス（ひまわりＨＤ））

日本 東京都 その他金融 未上場

事業譲渡 2007/06/21

仏ソシエテ・ジェネラル傘下でデリバティブ取引の仏フィーマット・インターナショナル・バンクは、ひまわりホールディングス傘下
のひまわりシーエックス（ひまわＣＸ、東京）から商品先物取引関連ホールセール事業と市場部門を譲り受ける。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

日本コカ・コーラ（コカ・コーラ日本
法人）

米国 東京都 食品

東京コカ・コーラボトリング株式会社 日本 東京都 食品 未上場

資本参加 2007/06/26 1000 34

米コカコーラの日本法人で原液供給の日本コカ・コーラ（東京）は、国内有力ボトラーの東京コカ・コーラボトリング（同）に資本参
加する。第三者割当増資を引き受け、34%の株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アウディジャパン株式会社（アウディ
日本法人）

ドイツ 東京都 その他販売・卸

ヤナセアウディ販売株式会社 日本 東京都 その他販売・卸 未上場

買収 2007/06/29 100

ヤナセは6月29日、アウディジャパンと共同出資する合弁会社ヤナセアウディ販売の全持株を、7月1日付けでアウディジャパンに譲渡
し、ドイツアウディとの国内での販売合弁を解消すると発表した。ヤナセアウディ販売は国内 大の販売会社。アウディは全額出資子
会社により日本市場を開拓し、社名をアウディジャパン販売に変更する。ヤナセは一部店舗を引き継ぎ、アウディ社の取扱いは継続す
る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アクティブインベストメントファンド
エルピー

Active Investment L.P. 英国 英国 投資会社

オンキョー株式会社 日本 大阪府 電機 ジャスダック

資本参加 2007/07/03 777 7.9

英ケイマン諸島の投資業、アクティブ・インベストメント・パートナーズ（AI）が運営するアクティブインベストメントファンドエル
ピー（AIF）は、オンキヨーに8月15日付で資本参加、4億9,422万円の第三者割当増資を引き受け、7.9%の株式を取得する。これによ
り、AIFは、第3位株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ラザード・アセット・マネジメント Lazard Asset management L.L.C. 米国 米国 投資会社

東邦ガス株式会社 日本 愛知県 電力・ガス 上場

資本参加 2007/07/05 5.6

7月5日付で提出された大量保有報告遺書によると、米の投資会社、ラザード・アセット・マネジメント（ニューヨーク州）は、東邦ガ
スに資本参加、5.6％の株式を取得し第2位株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ディーケーアール・オアシス・マネジ
メント

DKR oasis management company LP 米国 米国 投資会社

株式会社バナーズ 日本 埼玉県 その他販売・卸 上場

買収 2007/07/05 3000 36.69

米ヘッジファンドのディーケーアール・オアシス・マネジメント（DKR、コネチカット州）は、バナーズを買収する。4月16日付で30億
円の無担保転換社債型新株予約権付社債を引き受けていた。ＤＫＲは、結果6月29日までに15億6,200万円を転換し、出資比率を36.69%
までに高め、筆頭株主となった。7月5日付で提出された大量保有の変更報告書によって明らかになった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ブランデス・インベストメント・パー
トナーズ

Brandes Invenstment Partners, 
L.P.

米国 米国 投資会社

アイフル株式会社 日本 京都府 その他金融 上場

出資拡大 2007/07/10 11.01

7月10日付で提出された大量保有の変更報告書によると、米投資ファンドのブランデス・インベストメント・パートナーズ（カリフォ
ルニア州）は、アイフルにへの出資比率を5月9日時点で9.68％から11.01％に高めていた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ネクストウェーブ・ワイヤレス
（NWW)

Next wave Wireless Inc. 米国 米国 通信・放送

アイピーモバイル株式会社 日本 東京都 通信・放送 未上場

買収 2007/07/13 69.23

米ナスダック上場で通信ベンチャーのネクストウェーブ・ワイヤレス（NWW、カリフォルニア州）は、森トラスト（東京）の子会社で
携帯電話事業への参入を計画しているアイピーモバイルを買収する。森トラストから69.23%の株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Prospect Asset Management, Inc. 米国 米国 投資会社

株式会社テーオーシー 日本 東京都 不動産・ホテル 上場

資本参加 2007/07/18 5.52

7月17日付で提出された大量保有報告書によると、米系投資会社、プロスペクト・アセット・マネジメントは、テーオーシーに7月13日
付で資本参加した。5.52％の株式を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

サード・アベニュー・マネージメント
エルエルシー

Third Avenue Management L.L.C. 米国 米国 投資会社

サッポロホールディングス株式会社 日本 東京都 食品 上場

資本参加 2007/07/18 6.92

7月18日付で提出された大量保有報告書によると、米投資ファンドのサード・アベニュー・マネージメント・エルエルシーは、サッポ
ロホールディングスに7月13日付で資本参加した。6.92％の株式を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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リアロジー Realogy. Corporation 米国 米国 不動産・ホテル

アーバン・インターナショナル・プロ
パテティーズ

日本 東京都 不動産・ホテル 未上場

資本参加 2007/07/20 約4

世界各国で不動産業者のフランチャイジング、仲介などを展開する米リアロジーは、アーバンコーポレイションが全額出資で設立した
アーバン・インターナショナル・プロパテティーズに約4%の株式を取得して、資本参加する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

D.B.ZWIRN&Co., L.P. D.B.ZWIRN&Co., L.P. 米国 米国 投資会社

株式会社ダイナシティ 日本 東京都 不動産・ホテル ジャスダック

出資拡大 2007/07/23 1064 6.41

米系投資会社、D.B.ZWIRN＆Co., L.P.（DBZ）は、運営するファンドを通じて、マンション販売のダイナシティへの出資比率を7月23日
付で0.74％から6.41％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

富士ソフト株式会社 日本 神奈川県 ソフト・情報 上場

出資拡大 2007/07/23 11.29

7月18日付で提出された大量保有の変更報告書によると、英投資会社のシルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミ
テッドは、富士ソフトへの出資比率を7月13日時点で9.74％から11.29％に高め、筆頭株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

エフィッシモキャピタルマネージメン
ト

Effissimo Capital Management 
Pte Ltd.

シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

株式会社学習研究社 日本 東京都 出版・印刷 上場

出資拡大 2007/07/26 10.01

7月26日付で提出された大量保有の変更報告書によると、シンガポールを拠点とする投資ファンド、エフィッシモキャピタルマネージ
メントは、学習研究社（学研）への出資比率を7月25日時点で6.70％から10.01％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ドッチ・アンド・コックス Dodge & Cox Funds 米国 米国 投資会社

株式会社メディセオ・パルタックホー
ルディングス

日本 東京都 医薬品卸 上場

出資拡大 2007/07/27 11.02

7月27日付で提出された大量保有の変更報告書によれば、投資会社の米ドッチ・アンド・コックス（カリフォルニア州）は、メディセ
オ・パルタックホールディングスへの出資比率を7月19日時点で9.94％から11.02％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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株式会社ウィンザージャパン（香港投
資ファンド）

香港 東京都 投資会社

有限会社ホテル明神閣オオミヤ 日本 長野県 不動産・ホテル 未上場

買収 2007/07/28 100

香港を母体とする投資ファンドのウインザー・ジャパン（東京）は、運営するウインザー・ファンドLPSを通じて、破産手続きを開始
したホテル神明閣オオミヤ（長野県）を買収する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Prospect Asset Management, Inc. 米国 米国 投資会社

株式会社テーオーシー 日本 東京都 不動産・ホテル 上場

出資拡大 2007/07/31 10.40

7月30日付で提出された大量保有の変更報告書によって明らかになったところでは、米投資会社のプロスペクト・アセット・マネジメ
ントは、テーオーシーへの出資比率を、7月27日時点で5.52％から10.40％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

イグナイトBB投資事業有限責任組合 米国 東京都 投資会社

株式会社アッカ・ネットワークス 日本 東京都 通信・放送 ジャスダック

出資拡大 2007/08/01 8

米投資会社のイグナイト・グループ（カリフォルニア州）は、運営するイグナイトBB投資事業有限責任組合（東京）を通じて、ADSL
サービス事業のアッカ・ネットワークスへの出資比率を5%から8%に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

モルガン・スタンレー証券関連会社 米国 米国 証券

株式会社ライブドアホールディングス 日本 東京都 ソフト・情報 未上場

資本参加 2007/08/03 9496 12.75

USENは8月3日、同社の代表取締役社長である宇野康秀氏が、保有するライブドアホールディングス株をすべて、モルガン・スタンレー
証券の関係会社に譲渡する契約を結んだと発表した。宇野氏は2006年3月、USENと業務提携したライブドアHD（当時ライブドア）の新
経営陣、新体制を支援するとして、同社株の12.75％にあたる13374万株を94億9554万円で取得した。ライブドアHDは2007年4月に100株
を1株に併合したため、宇野氏の持ち分は現在133万7400株となっている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

M&FC　Co., Ltd. 韓国 韓国 投資会社

日本精密株式会社 日本 埼玉県 精密 ジャスダック

出資拡大 2007/08/06 900 49.8

韓国コスダック上場の投資会社、M＆FC Co., Ltd.（エムアンドエフシー）は、同社が17.18％を保有する筆頭株主の日本精密への出資
比率を49.8％に高める。8月21日付で1500万円の新株予約権を引き受ける。行使金額の総額は2億8,500万円、金額合計は3億円。同時に
6億円の無担保転換社債型新株予約権付社債を引き受ける。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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Prospect Asset Management, Inc. 米国 米国 投資会社

澁澤倉庫株式会社 日本 東京都 運輸・倉庫 上場

出資拡大 2007/08/07 10.09

8月6日付で提出された大量保有の変更報告書によりあきらかになったところでは、米投資会社のProspect Asset Management, Incは、
澁澤倉庫への出資比率を、7月31日時点で8.03％から10.09％に高め、第2位から筆頭株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

いちごアセットマネジメント Ichigo Asset Management 
International, Pte. Ltd.

シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

株式会社パトライト 日本 大阪府 電機 上場

資本参加 2007/08/08 7.08

8月7日付で提出された大量保有報告書により、シンガポールの投資ファンド、いちごアセットマネジメントが、表示機器大手のパトラ
イトに資本参加したことが明らかになった。7月31日時点で7.08％の株式を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

日清食品株式会社 日本 大阪府 食品 上場

出資拡大 2007/08/10 16.95

8月9日付で提出された大量保有の変更報告書によると、米投資会社のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファン
ドは、日清食品への出資比率を8月2日時点で14.89％から16.95％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

ブラザー工業株式会社 日本 愛知県 機械 上場

出資拡大 2007/08/10 11.41

8月10付で提出された大量保有の変更報告書により、米投資会社のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド
が、同社が筆頭株主のブラザー工業への出資比率を8月8日時点で9.31％から11.41％に高めたことが明らかになった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

サウスイースタンアセットマネージメ
ント

South Eastern Asset Management 
Inc.

米国 米国 投資会社

石油資源開発株式会社 日本 東京都 鉱業 上場

出資拡大 2007/08/10 10.28

8月10日付で提出された大量保有の変更報告書によると、米投資顧問業のサウスイースタンアセットマネージメントインクは、石油資
源開発への出資比率を8月3日時点で9.21％から10.28％に高めた。この増資は同報告書によると「純投資」であるという。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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日仏貿易株式会社(ドニフレールグ
ループ）

フランス 東京都 その他販売・卸

ユニオンリカーズ株式会社 日本 東京都 食品卸 未上場

買収 2007/08/10 100

仏のドニフレールグループで総合商社の日仏貿易（東京）は、食品販売のユニオンリカーズ（同）を買収、全株式を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

MBKパートナーズ 英国 英国 投資会社

弥生株式会社 日本 東京都 ソフト・情報 未上場

買収 2007/08/23 71000 100

日本、韓国、中国を拠点に活動するプライベート・エクイティ・ファームMBKパートナーズは、2007年8月23日、株式会社ライブドア
ホールディングスとの間で、ライブドアホールディングスが保有する弥生株式会社の全株式を、MBKP が全額出資する買収目的会社で
ある株式会社MBKP1にて710 億円を対価に譲り受けることに関して合意し、ライブドアホールディングスとMBKP1 との間で株式譲渡契
約書を締結致した。なお、本契約書に基づく株式譲渡日は2007年9月28日を予定している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

シチズンホールディングス株式会社 日本 東京都 精密 上場

出資拡大 2007/08/23 12.62

8月23日付で提出された大量保有の変更報告書によると、米投資会社のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファ
ンドは、シチズンホールディングスへの出資比率を8月16日時点で11.57％から12.62％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ゼネラル・エレクトリック General Electric Company 米国 米国 電機

ジェムピーシー株式会社（GEMPC) 日本 東京都 化学 未上場

買収 2007/08/24 58

米ゼネラル・エレクトリック（GE)は、三井化学、長瀬産業との合弁会社で樹脂製造のジェムピーシー（GEMPC、東京）を買収した。長
瀬産業から8％を株式を取得し、出資比率を50%から58%にまで高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

いちごアセットマネジメント Ichigo Asset Management 
International, Pte. Ltd.

シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

東京鋼鐵株式会社 日本 東京都 鉄鋼 ジャスダック

出資拡大 2007/08/27 24.6

6月26日付で提出された変更報告書によってあきらかになったところでは、シンガポールの投資ファンド、いちごアセットマネジメン
トは、東京鋼鉄への出資比率を6月20日時点で21.44％から22.57％に高めた。後に、8月27日付で提出された変更報告書では、22.57%か
ら24.6%に下方修正された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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中国鋼鉄 台湾 台湾 鉄鋼

株式会社淀川製鋼所 日本 大阪府 鉄鋼 上場

資本参加（株式持ち合い） 2007/08/30 1214

台湾の鉄鋼大手、中国鋼鉄は、株式会社淀川製作所（ヨドコウ）に株主持ち合いにより9月18日付で資本参加、同社自己株式1.09％を
12億1400万円で取得する。同社も中国鋼鉄株を9月をめどに約12億円、市場から取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

エフィッシモキャピタルマネージメン
ト

Effissimo Capital Management 
Pte Ltd.

シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

株式会社学習研究社 日本 東京都 出版・印刷 上場

出資拡大 2007/08/30 15.57

8月30日付で提出された大量保有の変更報告書によると、シンガポールを拠点とする投資ファンド、エフィッシモキャピタルマネージ
メントは、学習研究社への出資比率を、8月29日時点で14.10％から15.57％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

IDEAL STAR INTERNATIONAL Ltd. IDEAL STAR INTERNATIONAL Ltd. 英国 英国 投資会社

シグマ・ゲイン株式会社 日本 東京都 その他小売 上場

資本参加 2007/08/31 6.53

英バージン諸島の投資事業会社、IDEAL STAR INTERNATIONAL LTD.と英ケイマン諸島のDKR SoundShore Oasis Holding Fund, Ltd.は、
シグマ・ゲインに8月31日付で資本参加する。総額5億4,000万円の第三者割当増資を引き受け、それぞれ3.63%、2.90%の株式を取得す
る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Suite Capital Offshore Limited 英国 英国 投資会社

シンワオックス株式会社 日本 大阪府 食品卸 上場

買収 2007/09/01 3654 59.98

英西インド諸島の投資会社、Suite Capital Offshore Limitedは、シンワオックスを買収する。9月20日付で4200万円の新株予約権を
引き受ける。すべてを行使した場合、金額は36億1,200万円で、合計36億5,400万円となる。出資比率は、59.98%となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

トゥイーディー・ブラウン・カンパ
ニー・エルエルシー

Tweedy, Browne Company L.L.C. 米国 米国 投資会社

ダイコク電機株式会社 日本 愛知県 機械 上場

出資拡大 2007/09/03 10.08

9月3日付で提出された大量保有の変更報告書によると、米投資顧問業のトゥイーデー・ブラウン・カンパニー・エルエルシーは、電子
機器メーカー、ダイコク電機株式会社への出資比率を、8月28日時点で8.85％から10.08％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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エフィッシモキャピタルマネージメン
ト

Effissimo Capital Management 
Pte Ltd.

シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

新立川航空機株式会社 日本 東京都 機械 上場

出資拡大 2007/09/05 12.27

9月5日付で提出された大量保有の変更報告書によると、シンガポールの投資会社、エフィッシモ　キャピタル　マネージメント　ピー
ティーイーエルティーディーは、新立川航空機株式会社への出資比率を、8月31日時点で9.06％から12.27％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

日本アジアホールディングズ株式会社
（香港Japan Asia Holdings 
Limited 100%子会社）

香港 東京都 サービス

アジア航測株式会社 日本 東京都 運輸・倉庫 上場

資本参加 2007/09/06 1962 29.26

日本アジア証券を傘下に置く香港系金融グループ、日本アジアホールディングズ（JAH、東京）は、航空測量大手のアジア航測に9月6
日付で資本参加、トライアイズから19億6,200万円で29.26%の株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

サンズウェル 韓国 韓国 食品卸

ふうどりーむず株式会社 日本 北海道 食品 未上場

資本参加 2007/09/07 515 44

ふうどりーむず株式会社（北海道小樽市）は、韓国の冷凍食品メーカー,サンズウェルと資本業務提携する方針を明らかにした。サン
ズウェルはふうどりーむずの 5億1500万円の第三者割当増資を9月30日に引き受け、44％の株式を取得し、ニチレイに次ぐ筆頭株主と
なる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シーメンス株式会社（ドイツ
SIEMENS AG日本法人）

ドイツ 東京都 電機

持田シーメンスメディカルシステム株
式会社（持田製薬子会社）

日本 東京都 その他販売・卸 未上場

買収 2007/09/10 51

持田製薬株式会社とシーメンス株式会社は、9月10日、両社の合弁会社である持田シーメンスメディカルシステム株式会社の出資比率
の変更について合意した。持田製薬は、持田製薬が保有する、連結子会社である持田シーメンスメディカルシステム株式会社の株式の
一部（発行済株式総数の16％）を、10月１日付でシーメンス株式会社に譲渡する。譲渡完了後には、シーメンス株式会社の出資比率は
51％、持田製薬の出資比率は49％となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ペリー・キャピタル 米国 米国 投資会社

NECエレクトロニクス株式会社 日本 神奈川県 電機 上場

資本参加 2007/09/10 26138 5.03

9月10日付で提出された大量保有報告書によると、米投資ファンドのペリー・キャピタルは、NECの子会社で東証1部上場のNECエレクト
ロニクスに資本参加した。9月7日までに222億2300万円を投じ、5.03％の株式を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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インターナショナル・インフラストラ
クチャー・ホールディングズ・ビー・
ヴィー

International Infrastructure 
Holdings B.V.

豪州 豪州 投資会社

日本空港ビルデング株式会社 日本 東京都 不動産・ホテル 上場

出資拡大 2007/09/13 11.28

豪マッコーリーグループで証券投資業の蘭インターナショナル・インフラストラクチャー・ホールディングス・ビー・ヴィーは、日本
空港ビルデングへの出資比率を9.96%から11.28%に高めたことが、9月13日付で提出された大量保有の変更報告書によって明らかになっ
た。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

富士重工業株式会社 日本 東京都 輸送用機器 上場

出資拡大 2007/09/13 6.12

9月13日付で提出された大量保有の変更報告書によると、英投資会社のシルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミ
テッドは、富士重工業への出資比率を9月10日時点で5.10％から6.12％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

戸田建設株式会社 日本 東京都 建設 上場

資本参加 2007/09/19 9600 5.04

9月19日付で提出された大量保有報告書によると、英投資会社のシルチェスター・インターナショナル・インベスターズは、戸田建設
に資本参加した。9月12日までに約96億を投じて、5.04％の株式を取得した。これにより、同社は第4位株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

インテル・キャピタル・ジャパン（米
インテル投資部門）

米国 東京都 投資会社

ワイヤレスブロードバンド企画株式会
社

日本 東京都 通信・放送 未上場

資本参加 2007/09/19 17.65

米インテルキャピタル（東京）は、KDDIの全額出資子会社で次世代高速無線通信事業の準備会社、ワイヤレスブロードバンド企画
（同）に9月27日付で資本参加する。第三者割当増資を引き受け、17.65%の株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社沖縄銀行 日本 沖縄県 銀行 上場

出資拡大 2007/09/20 6.19

9月20日で提出された大量保有の変更報告書では、英投資会社のシルチェスター・インターナショナル・インベスターズは、沖縄銀行
への出資比率を9月14日時点で5.08％から6.19％に高め、筆頭株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

47



対日本企業へのＭ＆Ａ投資動向

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社常陽銀行 日本 茨城県 銀行 上場

出資拡大 2007/09/21 6.07

9月21日付で提出された大量保有の変更報告書によると、英投資会社のシルチェスター・インターナショナル・インベスターズは、常
陽銀行への出資比率を9月18日時点で5.04％から6.07％に高め、筆頭株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ビー・エム・ダブリュー株式会社
（BMW日本法人）

ドイツ 千葉県 その他小売

服部モーター商会、モトーレンニュー
カン

日本 大阪府 その他小売 未上場

事業譲渡 2007/09/26

独BMWの日本法人、ビー・エム・ダブリュー株式会社（BMWジャパン、千葉市）は、BMWの正規ディーラー、服部モーター商会（大阪
市）とモトーレンニューカン（同）から営業権を譲り受ける。10月1日付で直営店「BMW大阪」を発足する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

いちごアセットマネジメント Ichigo Asset Management 
International, Pte. Ltd.

シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

株式会社パトライト 日本 大阪府 電機 上場

出資拡大 2007/09/28 10.14

9月28日に提出された大量保有の変更報告書によると、シンガポールの投資会社、いちごアセットマネジメントは、表示機器大手のパ
トライトへの出資比率を9月21日時点で9.94％から10.14％に高めた。第2位株主はそのまま。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

インター・ワールド・テクノロジー・
コーポレーション

香港 香港 投資会社

株式会社エヌディーサービス 日本 東京都 その他製造 未上場

買収 2007/09/28 50 100

香港の投資会社、インターワールド・テクノロジー・コーポレーションは、ニューディールの全額出資子会社でアミューズメント機器
製造販売、ファイナンスのエヌディーサービスを9月28日付で、5,000万円で全株を取得したうえで買収する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

デイビス・セレクテッド・アドバイ
ザーズ

Davis Selected Advisors 米国 米国 投資会社

日本興亜損害保険株式会社 日本 東京都 生保・損保 上場

資本参加 2007/09/29 5.05

9月26日付で提出された大量保有報告書によると、米投資会社のデイビス・セレクテッド・アドバイザーズ（アリゾナ州）は、日本興
亜損害保険に資本参加した。8月24日時点で5.05％の株式を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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タイヨウ・ファンド Taiyo Fund Management Co. L.L.C. 米国 米国 投資会社

株式会社ニフコ 日本 神奈川県 化学 上場

資本参加 2007/09/30 10.34

9月30日付で、米投資ファンドのタイヨウ・ファンドは、ニフコに資本参加、10.34％の株式を取得、筆頭株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

株式会社ワーナーミュージック・ジャ
パン（米Time Warner Inc.グルー
プ）

米国 東京都 アミューズメン
ト

株式会社タイスケ 日本 東京都 サービス 未上場

買収 2007/10/01 70

米Time Warner Inc.グループでレコード会社大手のワーナーミュージック・ジャパン（東京）は、ウルフルズ、BONNIE　PINK、
ROCK,A,TRENCH、Superflyらが所属するアーティスト・マネジメント会社タイスケを10月1日付で買収し、70%の株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社岩手銀行 日本 岩手県 銀行 上場

資本参加 2007/10/05 5.01

9月19日付で発行された大量保有報告書によって明らかになったところでは、英投資会社のシルチェスター・インターナショナル・イ
ンベスターズは、岩手銀行に資本参加した。9月12日時点で5.01％の株式を取得し、筆頭株主となった。出資目的についてシルチェス
ター側は、同報告書の中で「増配、自己株式の買入頻度、金庫株消却などの資本策の変更を要求する」としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

国際石油投資（IPIC)（アブダビ首長
国政府）

International Petroleum 
Investment Company

UAE UAE 鉱業

コスモ石油株式会社 日本 東京都 石炭・石油 上場

資本参加 2007/10/05 89760 20.85

アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビ首長国政府が全額出資する国際石油投資会社（IPIC）は、コスモ石油に10月5日付で資本参加す
る。8月に英バージン諸島に設立した特別目的会社のInfinity Alliance Limted.を通じて総額897億6,000万円の第三者割当増資を引き
受け、20.85%の株式を取得し、筆頭株主となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

住友ベークライト株式会社 日本 東京都 化学 上場

出資拡大 2007/10/05 8.22

10月5日付で提出された大量保有の変更j報告書によると、英投資会社のシルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミ
テッドは、住友ベークライトへの出資比率を10月2日時点で7.13％から8.22％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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リッチペニンシュラトレーディングリ
ミテッド、タワースカイプロフィッツ
リミテッド

Rich Peninsula Trading Ltd.､
Tower Sky Profits Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社ノヴァ 日本 大阪府 サービス ジャスダック

資本参加 2007/10/09 70 78.12

英バージン諸島の投資会社、リッチペニンシュラトレーディングリミテッドとタワースカイプロフィッツリミテッドは、NOVAに資本参
加する。10月24日付でそれぞれ3,500万円、合計7,000万円の新株予約権を受け入れ、仮にすべて行使した場合は、70億円となる。出資
比率はそれぞれ39.06%で、筆頭株主となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社奥村組 日本 大阪府 建設 上場

出資拡大 2007/10/11 7.05

9月20日付で提出された大量保有の変更報告書によると、英投資会社のシルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミ
テッドは、関西系中堅ゼネコンの奥村組への出資比率を9月13日時点で6.04％から7.05％に高めたことが明らかになった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ルピン Lupin Ltd. インド インド 医薬品

共和薬品工業株式会社 日本 大阪府 医薬品 未上場

買収 2007/10/11 80

インドの後発医療品大手、ルピンは、中堅後発薬メーカーの共和薬品工業（大阪市）を10月中に買収する。金額は約100億円弱とみら
れる。ルピンは研究注力型の主要なジェネリック企業で、ムンバイ近郊プネ市に 先端の研究所を有し、抗結核薬及びセファロスポリ
ン（抗感染症）、ＣＶＳ（心血管系）のグローバル・リーダーであり、糖尿病薬、非ステロイド性抗炎症薬、抗喘息薬においても優れ
た存在感を有している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ダルトン・インベストメンツ Dalton Investments L.L.C. 米国 米国 投資会社

セガミメディクス株式会社 日本 大阪府 その他小売 ジャスダック

資本参加 2007/10/15 5.02

10月15日付で提出された大量保有報告書により、米投資会社のダルトン・インベストメンツは、セガミメディクスに10月15日付で資本
参加した。5.02％の株式を取得したことが明らかになった。ダルトン側は株式の取得目的を「純投資」としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ユーロテック Eurotech S.p.A イタリア イタリア 電機

株式会社アドバネット 日本 岡山県 電機 未上場

買収 2007/10/15 7600 65

アドバネットと伊ユーロテックは、ユーロテックがアドバネットの発行済株式の65％を取得し、76億円でアドバネットおよびそのグ
ループ会社がユーロテックグループの一員となることについて合意した、と10月15日に発表した。この合意によって、ユーロテックグ
ループが持つ海外における顧客基盤を組み合わせることによって、グローバル化を加速し、アドバネットグループの事業を成長させ、
さらにユーロテックの製品群を国内で販売できることなど、大きなシナジー効果が期待される。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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財昇投資 香港 香港 投資会社

オックスホールディングス株式会社 日本 東京都 ソフト・情報 ヘラクレス

資本参加 2007/10/18 3030 44.01

香港の投資会社、財昇投資は、オックスホールディングスに資本参加する。10月18日付で3000万円の新株予約権を引き受ける。全部行
使した場合、金額は約30億円。合計金額は、30億3,000万円となり、出資比率は44.01%となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Maxi　Point Investment Limited 香港 香港 投資会社

株式会社モック　 日本 東京都 サービス マザーズ

買収 2007/10/30 6000

香港の投資会社、Maxi Point Investment Limitedは、モックを買収する。10月30日にはモック側が10株を1株に併合し、そのうえで10
月31日付でMaxi　Point Investment Limitedが40万円の新株予約権を引き受ける。同予約権の行使価格は1株1万5000円の有利発行で、
すべてを行使した場合、金額は60億円となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

モルガン・スタンレー証券 Morgan Stanley 米国 米国 証券

サッポロホールディングス株式会社 日本 東京都 食品 上場

資本参加 2007/10/31 14482 1.5

米モルガン・スタンレー証券は、サッポロホールディングスに資本参加する。運用する不動産ファンドが組成する特別目的会社が、12
月末時点で市場から約1.5％の株式を取得する。10月29日付の終値で計算すると、金額は144億8200万円となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社奥村組 日本 大阪府 建設 上場

出資拡大 2007/11/02 10.68

11月2日付で提出された大量保有の変更報告書によると、英投資会社のシルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミ
テッドは、関西系中堅ゼネコンの奥村組への出資比率を10月29日時点で9.43％から10.68％に高められた、

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

CJジャパン株式会社（CJ日本法人） 韓国 東京都 サービス

フード・フェスタ株式会社（モック孫
会社）

日本 大阪府 外食 未上場

買収 2007/11/02 98 81.8

時価総額が5億円を割り上場廃止のおそれがあるモックは11月2日、連結子会社でたこ焼きやビビンバなどの飲食店を展開するフード・
フェスタの株式を、韓国企業CJの日本法人で、成田国際空港内で「Welly&石焼ビビンパ」を出店するCJ ジャパンに譲渡すると発表し
た。モック・ファイナンシャル・パートナーズが所有するフード・フェスタの全2600株(81.8%)を9880万円で譲渡する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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モトローラ Motorola, Inc. 米国 米国 電機

株式会社バーテックススタンダード 日本 東京都 電機 ジャスダック

買収（TOB） 2007/11/05 7704

情報通信機器など製造･販売のバーテックス　スタンダードは11月5日、米モトローラによるバーテックスの普通株式と新株予約権に対
する株式公開買い付け（TOB）に賛同すると発表した。TOB価格は普通株が１株当たり2214円、第6回・第7回新株予約権が1個につき1
円。取得期間は11月6日から12月26日。買付予定株数の下限は、発行済み株式総数の約51％に当たる347万9900株。上限は設けていな
い。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

丸一鋼管株式会社 日本 大阪府 鉄鋼 上場

出資拡大 2007/11/07 15.26

11月6日付で提出された大量保有の変更報告書によると、米投資会社のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファ
ンドは、丸一鋼管への出資比率を10月30日時点で14.25％から15.26％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

トライデントシーフーズ Trident Seafoods Corporation 米国 米国 食品

科光食品株式会社、有限会社ケーエム
フーズ

日本 千葉県 食品 未上場

買収 2007/11/08 100

米の加工食品製造販売会社、トライデントシーフーズは、サケ加工の科光食品（千葉県銚子市）と同社子会社のケーエムフーズ（KM
フーズ、同）を買収する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ラサールインベストメントマネージメ
ント株式会社（米LaSalle 
Investment Management Inc.日本法

米国 東京都 不動産・ホテル

株式会社アセット・リアルティ・マネ
ジャーズ

日本 東京都 不動産・ホテル 未上場

買収 2007/11/08 100

アセット・マネジャーズ株式会社は、11月8日、同社連結子会社である株式会社アセット・リアルティ・マネジャーズを完全子会社化
したうえで、その全株式をラサール・インベストメント・マネージメント株式会社に譲渡することが決議された。これに伴い、アセッ
ト・インベスターズ社保有のアセット・リアルティ・マネジャーズ社の株式は親会社アセット・マネジャーズ株式会社へ譲渡すること
となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ペトロブラス Petrobras International 
Braspetro B.V.

ブラジル ブラジル 鉱業

南西石油株式会社（東燃ゼネラル石油
子会社）

日本 沖縄県 石炭・石油 未上場

買収 2007/11/10 5500 100

東燃ゼネラル石油株式会社は、取締役会において当社が保有する南西石油株式会社（以下 南西石油）の全株式をPetróleoBrasileiro 
S.A. の子会社であるPetrobras International Braspetro B.V. に譲渡することを決定した。 尚、両社は株式譲渡契約について合意
しており、株式譲渡は2008年3月を見込んでいる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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スティール・パートナーズ・ジャパ
ン・ストラテジック・ファンド

米国 米国 投資会社

株式会社松風 日本 京都府 精密 上場

出資拡大 2007/11/15 10.49

11月13日付で提出された大量保有の変更報告書によると、米投資会社のスティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファ
ンドは、歯科用材料・器具製造の松風への出資比率を11月6日時点で9.67％から10.49％に高められた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社アサツーディ・ケイ 日本 東京都 サービス 上場

出資拡大 2007/11/16 10.16

11月16日付で提出された大量保有の変更報告書で、英投資会社のシルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド
が、アサツーディ・ケイへの出資比率を11月12日時点で8.97％から10.16％に高めたことが判明した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ロヴェルズ外国法事務弁護士事務所 英国 東京都 サービス

窪田法律特許事務所 日本 東京都 サービス 未上場

合併 2007/11/17

ロヴェルズ外国法事務弁護士事務所と窪田法律特許事務所は 2008年1月に合併すると発表した。両事務所とも知的財産に強みを持ち、
統合後の弁護士数は20人と知財分野では国内 大規模となる。知財に関する法律や手続きは国によって違うため、統合によって、複数
国間の知財訴訟や手続きなども請け負うことが可能となる。ロヴェルズは世界26都市に拠点を持つ国際法律事務所で、これまでにソフ
トバンクの旧ボーダフォン買収などを手掛けている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

いちごアセットマネジメント Ichigo Asset Management 
International, Pte. Ltd.

シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

株式会社鳥羽洋行 日本 東京都 その他販売・卸 ジャスダック

出資拡大 2007/11/19 10.32

11月19日付で提出された大量保有の変更報告書で明らかになったところ、シンガポールの投資会社、いちごアセットマネジメントは、
同社が筆頭株主で制御機器専門技術商社の鳥羽洋行への出資比率を11月15日時点で9.26％から10.32％に高められた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

タイヨウ・パシフィック・パートナー
ズ

米国 米国 投資会社

株式会社東京會舘 日本 東京都 サービス 上場

資本参加 2007/11/20 7.60

11月2付で提出された大量保有報告書およびその変更報告書によると、米投資ファンドのタイヨウ・パシフィック・パートナーズは、
結婚式場運営の東京会館に資本参加した。11月13日時点で6.30％の株式を取得した。その後、16日付で7.60％まで買い足した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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アマナス株式会社（米AMANASUグルー
プ）

米国 東京都 化学

株式会社アスクリンク 日本 福岡県 サービス 未上場

買収 2007/11/29 200 52.09

米アマナスグループの日本法人で地球環境の健全向上に役立つ物質などの研究開発、製造、販売を行うアマナス株式会社（東京）は、
リラクゼーション施設・運営システム企画、開発のアスクリンクを11月29日付で買収する。2億円の第三者割当増資を引き受け、
52.09%の株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

有限会社ジュピターインベストメント
（ゴールドマン・サックスグループ）

米国 東京都 投資会社

スター・マイカ株式会社 日本 東京都 不動産・ホテル ヘラクレス

資本参加 2007/11/30 2003 15.44

米ゴールドマン・サックスグループで投資会社のジュピターインベストメント（東京）は、マンション流動化事業のスター・マイカに
11月30日付で資本参加する。20億300万円の第三者割当増資を引き受け、15.44%の株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社マツモトキヨシホールディン
グス

日本 千葉県 その他小売 上場

出資拡大 2007/11/30 14.12

11月30日付で提出された大量保有の変更報告書によると、英投資会社のシルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミ
テッドは、同社が筆頭株主のマツモトキヨシホールディングスへの出資比率を11月7日時点で12.93%から14.12%に高めたことが判っ
た。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

インバネス・メディカル・ジャパン株
式会社（Inverness Medical 
Technology日本法人）

米国 千葉県 医薬品

アスカ純薬株式会社 日本 東京都 医薬品 未上場

買収 2007/12/03

米Inverness Medical Technologyの日本法人であるインバネス・メディカル・ジャパン株式会社は、イワキ株式会社と同社が保有する
連結子会社のアスカ純薬株式会社の全株式の株式譲渡契約書を取り交わし、12月3日付で、アスカ純薬株式会社をインバネス・メディ
カル・ジャパン株式会社の連結子会社としたことを発表した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Infortech Alliance Berhad(IAB) マレーシ
ア

マレーシ
ア

ソフト・情報

ユニオンホールディングス株式会社 日本 東京都 精密 上場

資本参加 2007/12/07 1994

マレーシアのソフト開発会社、Infortech Alliance Berhad、台湾証券市場上場で無線LAN関連機器製造のGemtek Technology Co.,Ltd.
傘下の正文投資などは、ユニオンホールディングスに資本参加する。12月25日付で596万円の新株予約権を引き受ける。すべて行使し
た場合の金額合計は、19億9,496万円となっている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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DIRECTV, Inc. 米国 米国 通信・放送

株式会社ディーアンドエムホールディ
ングス

日本 神奈川県 電機 上場

事業譲渡 2007/12/13

株式会社ディーアンドエムホールディングス（株式会社デノンと日本マランツ株式会社が2002年5月に経営統合して誕生した会社）
は、傘下のリプレイTV を、衛星放送のリーディング企業である米DIRECTV, Inc.（ディレクTV ）に売却したことを発表した。契約内
容の詳細は非公開。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アストラテックAB Astra Tec AB 英国 スウェー
デン

精密

株式会社デニックス・インターナショ
ナル

日本 東京都 その他販売・卸 未上場

買収 2007/12/14 100

英の医療品大手、アストラゼネカのスウェーデン子会社で医療機器メーカーのアストラテックABは、12月14日付で日本の代理店である
デニックス・インターナショナル（東京）を買収し、全株式を取得する。これに伴って社名を、アストラテック株式会社に変更する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ジム・インテグレーテッド・シッピン
グ・サービシス

ZIM Integrated Shipping Services イスラエ
ル

イスラエ
ル

運輸・倉庫

ＺＩＭジャパン株式会社 日本 東京都 運輸・倉庫 未上場

買収 2007/12/19 100

イスラエルの海運業者ジム・インテグレーテッド・シッピング・サービシスは、海外定期船会社の代理店セブンシーズシッピング（東
京）との折半出資合弁会社で、集荷会社のＺＩＭジャパン株式会社（旧セブンスターズジャパン）を、12月31日付で買収する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Oak Pacific Interactive 英国 英国 ソフト・情報

株式会社トライアイズ 日本 東京都 ソフト・情報 ヘラクレス

資本参加 2007/12/20 298

英ケイマン諸島に本店を置き、中国でモバイル・サービス・プロバイダー事業を展開するOak Pacific Interactiveは、ITソリュー
ションのトライアイズに12月20日付で資本参加する。同社自己株式11万2,000株を2億9,800万円で取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

KBツヅキ株式会社（モルガン・スタ
ンレー・アセット・マネジメント投
信）

米国 愛知県 繊維

株式会社大和川染工所 日本 大阪府 繊維 未上場

買収 2007/12/20 54

米モルガン・スタンレーグループのモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信（東京）の全額出資子会社で綿紡績業のKBツ
ヅキ（名古屋市）は、染色業の大和川染工所を、同社の株式54%を取得したうえで買収する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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リバーバンク・ホールディングス、
ユーティー・パークビュー・インク
（RHC)

Riverbank Holdings Corporation､
UT Park View, Inc.

米国 米国 サービス

フジテック株式会社 日本 大阪府 機械 上場

資本参加 2007/12/25 15.97

フジテックは12月25日、米リバーバンク・ホールディングスと米ＵＴパークビューが15.97％の株式を取得したと発表した。リバーバ
ンクは米総合電機大手ユナイテッド・テクノロジーズの関連会社である。リバーバンクが11.17％の株式を取得し、ＵＴパークビュー
がすでに保有している4.8％と合わせて保有比率が15.97％に上昇した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

フロイデンベルグ・ベタイリグング
ス・ゲーエムベーハー

Freudenberg Beteiligungs-GmbH ドイツ ドイツ 投資会社

日本バイリーン株式会社 日本 東京都 繊維 上場

出資拡大 2007/12/26 25.15

12月26日付で提出された大量保有の変更報告書によると、独投資会社のフロイデンベルグ・ベタイリグングス・ゲーエムベーハーは不
織布国内 大手の日本バイリーンへの出資比率を2007年12月20日時点で22.80%から25.15%に高め、筆頭株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Infortech Alliance Berhad(IAB) マレーシ
ア

マレーシ
ア

ソフト・情報

オメガプロジェクト・ホールディング
ス株式会社

日本 東京都 アミューズメン
ト

ジャスダック

資本参加 2007/12/29 1509 44.76

マレーシア店頭市場上場でソフト開発のInfortech Alliance Berhad（IAB）は、オメガプロジェクト・ホールディングスに資本参加す
る。2008年1月22日付で900万円の新株予約権を引き受ける。全てを行使した場合の金額総額は、15億900万円で、出資比率は44.76%と
となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ロシュ・ダイアグノスティックス（ス
イスRoche日本法人）

スイス 東京都 医薬品

ジーンフロンティア株式会社 日本 東京都 化学 未上場

事業譲渡 2008/01/01

スイスのロシュ・グループで検査薬大手のロシュ・ダイアグノスティックス（東京）は、ITXの子会社でバイオベンチャーのジーンフ
ロンティア（同）から研究用DNAチップ関連事業を2008年１月1日付で譲リ受ける。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

トミーヒルフィガーグループ（THG) Tommy Hilfiger Group オランダ オランダ 繊維

株式会社トミーヒルフィガージャパン
（伊藤忠商事子会社）

日本 東京都 繊維 上場

買収 2008/01/09

衣料ブランド「トミーヒルフィガー」を展開する蘭トミーヒルフィガーグループ（THG)は、伊藤忠商事の子会社でライセンス供給先の
トミーヒルフィガージャパン（THJ、東京）を2008年1月9日付で買収する。伊藤忠が保有する75％の株式のうち、一部を取得する。残
る株式は議決権をもたない優先株に転換、THGの出資比率は過半数を超える。THJは、日本国内での商品販売についてTHGよりライセン
ス供与を受け、事業展開していた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ダルトン・ストラテジック・パート
ナーシップ・エルエルビー

Dalton Strategic Partnership LLP 英国 英国 投資会社

株式会社テレウェイヴ 日本 東京都 その他販売・卸 ジャスダック

出資拡大 2008/01/17 6.38

1月17日付で提出された英投資ファンドのダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピーは、テレウェイヴへの出資比
率を、1月15日時点で5.31％から6.38％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

グッチグループ Gucci Group フランス フランス その他販売・卸

株式会社バレンシアガジャパン 日本 東京都 その他販売・卸 未上場

買収 2008/01/18 51

仏を本拠地とする流通会社、PPR傘下で伊の高級ブランド、グッチグループは、衣料品販売のリステアホールディングス（神戸市）と
の合弁会社で仏の高級ブランド「バレンシアガジャパン」を買収、リステアホールディングス側から51%の株式を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Nile Investment Management 
Services LLC

米国 米国 投資会社

株式会社ジー・エフ 日本 東京都 ソフト・情報 マザーズ

買収 2008/01/21 388 50.12

米投資会社のNile Investment Management Services LLCは、マザーズ上場でシステム販売のジーエフを1月21日付で買収する。3億
8800万円の第三者割当増資を引き受け、50.12%の株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ベアリング・プライベート・エクイ
ティ・アジア

Baring Private Equity Asia IV 
Holding (4) Cooperatieve U.A.

香港 香港 投資会社

株式会社パソナ・エーディーピー・ペ
イロール

日本 東京都 サービス 未上場

買収 2008/01/23 1331 100

香港を拠点とする投資ファンドのベアリング・プライベート・エクイティ・アジアは、ペイロール事業世界 大手の米Automatic 
Data Processing, Incと、パソナグループ傘下のパソナ・エーディーピー・ペイロールを買収することを1月23日に決定した。パソナ
からの取得金額は13億3,100万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

サムスン物産 Samsung C&T Corporation 韓国 韓国 その他販売・卸

明道メタル株式会社 日本 新潟県 非鉄・金属製品 未上場

買収 2008/01/24 100

韓国サムスン物産は、ステンレス鋼加工メーカーの明道メタル（本社新潟県燕市）の発行済株式100％を、ファンド運営会社である
フェニックス・キャピタル（本社東京）から1月24日付で取得した。 サムスン物産が注目したのは、ばね材など薄板の生産技術。両社
は1989年から取り引きがあり、その実績を基にサムスン物産は今回の買収を決めたという。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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Folli Follie S.A. Folli Follie S.A. ドイツ ドイツ その他小売

株式会社フォリフォリジャパン 日本 東京都 その他小売 未上場

買収 2008/01/29 100

ギリシャのジュエリーブランド、フォリフォリSAは、同ブランドジュエリー、ファッション雑貨販売のフォリフォリジャパン（東京）
を、1月29日付で買収した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Taiyo Fund Management Co. LLC 米国 米国 投資会社

株式会社トプコン 日本 東京都 精密 上場

出資拡大 2008/02/04 11.78

2月4日付で提出された大量保有の変更報告書によると、米投資会社のTaiyo Fund Management Co.LLCは、トプコンへの出資比率を1月
28日時点で9.66％から10.66％に高めた。その後も買い増し、1月31日時点で11.78％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

トルノス Tornos Holding SA スイス スイス 機械

株式会社ツガミ 日本 東京都 機械 上場

資本参加（株式持ち合い） 2008/02/16 300 1.2

スイス証券取引所上場で中堅工作機メーカーのトルノスは、同業のツガミに株式持ち合いにより2月16日付で資本参加する。まず約3億
円で1.2％の株式を取得したうえで、将来、持ち分を5％程度まで引き上げる。同社もトルノス株7.5％程度を取得する。金額は15億～
20億円。トルノスは売上高約280億円。同社は小型自動旋盤を手がける。トルノスは多軸機種、ツガミは大量低価格機種に強みをも
つ。ツガミは連結売上の8割を日本を含むアジア地域に依存している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

IAB Japan （Infortech Equities 
Sdn Bhd日本法人）

マレーシ
ア

東京都 ソフト・情報

ユニオンホールディングス株式会社 日本 東京都 精密 上場

資本参加 2008/02/18 1115 34.56

マレーシア店頭市場に上場しているソフトウェア開発、販売のInfortech Equities Sdn Bhdは、同社の日本法人でソフト開発のIAB 
Japan（東京）、台湾証券市場上場のGemtek Technology Co.,Ltd.傘下で投資事業の正文投資らと共に、ユニオンホールディングスに2
月18日付で資本参加する。総額4億9,900万円の第三者割当増資と同日付の1200万円分の新株予約権も引き受ける。すべてを行使した場
合6億400万円で、合計11億1,500万円、出資比率は34.56%となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ニューウェル・ラバーメイド Newell Rubbermaid Inc 米国 米国 その他製造

アップリカ葛西株式会社 日本 大阪府 その他製造 未上場

買収 2008/02/25 100

米大手日用品メーカーのニューウェル・ラバーメイド社（ジョージア州アトランタ）は25日、債務超過に陥っているベビーカー大手
アップリカ葛西（大阪市）の支援に乗り出すと発表した。出資比率や金額は非公表。アップリカは昨年、長年の不適切な決算処理を訂
正し、数十億円の特損を計上して債務超過に転落。資本・業務提携に向けてニューウェル・ラバーメイド社との交渉を続けていた。
ニューウェル・ラバーライト社の年間売上高は約7000億円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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リバティ・スクェア・アセット・マネ
ジメント

Liberty Square Asset 
Management, L.P.

米国 米国 投資会社

天馬株式会社 日本 東京都 化学 上場

出資拡大 2008/02/25 11.12

2月22日付で提出された大量保有の変更報告書によると、米投資会社のリバティ・スクェア・アセット・マネジメントは、樹脂成形中
堅の天馬への出資比率を、2月15日時点で9.65％から11.12％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社滋賀銀行 日本 滋賀県 銀行 上場

資本参加 2008/02/26 12112 6.06

2月25日付で提出された大量保有報告書によって明らかになったところでは、英投資ファンドのシルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズは、滋賀銀行に資本参加した。2月20日時点で5.05％株式を取得した。筆頭株主となった。金額は、約103億4,300
万円。その後、8月20付て提出された変更報告書では、5.05%から6.06%まで高められ、金額も121億1,200万円に修正された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

カボ・デンタル KaVo Dental GmbH ドイツ ドイツ 精密

株式会社城楠歯科商会 日本 大阪府 その他販売・卸 未上場

買収 2008/02/29 100

独の歯科用治療機器大手、カボ・デンタルは、日本の販売代理店である城楠歯科商会（大阪市）を2月29日付で買収した。90％の株式
を取得し、出資比率10％から完全子会社化した。カボ・デンタル社は1909年にベルリン市で創業し、現在、世界20カ国で約3,300名の
従業員を擁するワールド・スタンダードな歯科医療機器ブランドメーカーとして知られている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Midwest Air Technologies 
Holdings, Inc

米国 米国 輸送用機器

エムケーカシヤマ株式会社 日本 長野県 輸送用機器 未上場

資本参加 2008/02/29

自動車部品製造などのMidwest Air Technologies Holdings（米イリノイ州）は、補修用自動車部品製造のエムケーカシヤマ（長野県
佐久市）に資本参加した。既存株主から株式を取得した。さらに日本政策投資銀行は、八十二銀行グループの八十二キャピタルと共同
で、2月29日付で第三者割当増資を受ける。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シュナイダーエレクトリック
（Schneider Electric日本法人）

フランス 東京都 その他販売・卸

アロー株式会社 日本 大阪府 電機 未上場

買収 2008/02/29 100

産業機器製造の仏シュナイダーエレクトリックの日本法人で販売のシュナイダーエレクトリック（東京）は、電子機器製造のアロー
（大阪市）を買収、全株式を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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マイクロソフト Microsoft Corporation 米国 米国 ソフト・情報

株式会社オウケイウェイヴ 日本 東京都 ソフト・情報 セントレック
ス

資本参加 2008/03/11 260 10.52

米マイクロソフト（MS）は、質問回答サイト運営の株式会社オウケイウェイブに4月8日付で資本参加する。約2億6000万円の第三者割
当増資を引き受け、10.52％の株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

TPG Biotechnology Partners II, 
L. P.

米国 米国 投資会社

日本ケミカルリサーチ株式会社 日本 兵庫県 医薬品 上場

資本参加 2008/03/12 1114 5.31

米投資会社のTPG Biotechnology Partners II,L..P.（テキサス州）は、日本ケミカルリサーチに資本参加、4月10日付で新株予約権を
1億円で取得する。すべて行使した場合の金額は10億1,400万円で、合計11億1,400万円となる。出資比率は5.31%となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

リーマン・ブラザーズグループ 米国 米国 証券

東和フェニックス株式会社 日本 群馬県 銀行 未上場

資本参加 2008/03/15 4600

米証券大手のリーマン・ブラザーズグループは、群馬県の第二地方銀行、東和銀行が2007年11月に全額出資で設立した不良債権処理専
門の東和フェニックス（前橋市）に資本参加、46億円の無議決権優先株を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

統一実業 台湾 台湾 非鉄・金属製品

JFEホールディングズ株式会社 日本 東京都 鉄鋼 上場

資本参加 2008/03/24

台湾 大のブリキメーカー、統一実業は、JFEホールディングスに資本参加する。0.04％の株式を取得する。一部報道では、金額は10
億円。JFEHDは、統一実業の株式1.715％を保有している。同社の台湾での生産能力は100万トン。中国に4工場のほか、ベトナムにも工
場をもつ。ブリキ原板は、JFEHD傘下のJFEスチール（東京）をメインに総量の約56％を日本メーカーから調達しており、今後安定調達
先との関係強化を図る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

メディジェン Medigen. Biotechnology Corp. 台湾 台湾 医薬品

オンコリスバイオファーマ株式会社 日本 東京都 医療品 未上場

資本参加 2008/03/26 800

台湾のバイオ企業、メディジェンなどは、バイオベンチャーのオンコリスバイオファーマ（東京）に資本参加した。国内のベンチャー
キャピタルも出資した。総額約8億円の第三者割当増資を引き受けた。オンコリスは、風邪のウィルスを利用した抗がん剤「テロメラ
イシン」の第1相臨床試験を米国で実施している。メディジェンと連携し、年内にも第2相臨床試験を進める計画。調達資金は米国での
新薬開発に充てる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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タイヨウパールファンドエルピー Taiyo Pearl Fund L.P. 英国 英国 投資会社

株式会社東京會舘 日本 東京都 サービス 上場

出資拡大 2008/03/31 10.04

英ケイマン諸島の投資会社、タイヨウパールファンドエルピーは、結婚式場運営の東京会館への出資比率を3月31日時点で9.86％から
10.04％に高めた。従来から筆頭株主だが増資した目的についてタイヨウパールファンド側は、「純投資および状況に応じて重要提案
行為を行う」としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

メッツォペーパー、メッツォペーパー
ジャパン

Metso Corporation, フィンラ
ンド

フィンラ
ンド

機械

三菱重工業株式会社 日本 東京都 機械 上場

事業譲渡 2008/03/31 300

フィンランドの製紙機械大手、メッツォペーパーと、日本法人で抄紙機などエンジニアリング事業のメッツォペーパージャパン（東
京）は、三菱重工業から製紙機械事業を3月31日付で譲り受け、設備、図面などの技術資料、関連の知的財産権など、アフターサービ
スを含む同事業のすべてを取得する。一部報道によると、金額は数十億円。従業員の転籍は伴わず、紙・印刷機械事業部内で配置転換
する予定。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ハリス・アソシエイツ・エル・ピー Harris Associates L.P. 米国 米国 投資会社

いちよし証券株式会社 日本 東京都 証券 上場

出資拡大 2008/03/31 15

米投資会社のハリス・アソシエイツは、いちよし証券への出資比率を2007年11月22日時点で8.52％から15.35％に高めていた。2008年3
月31日付の株主名簿で同社が筆頭株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ハイブリッド・キャピタル・セカンド
（モルガン・スタンレー証券グルー
プ）

米国 東京都 投資会社

株式会社ライブドアホールディングス 日本 東京都 ソフト・情報 未上場

出資拡大 2008/03/31 18.15

米モルガン・スタンレー証券系の投資会社、ハイブリッド・キャピタル・セカンド（東京）は、ライブドアホールディングス（同）へ
の出資比率を3月31日付で12.76％から18.15%に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

NBCユニバーサル NBC Universal 米国 米国 通信・放送

JSBC2株式会社 日本 東京都 通信・放送 未上場

買収 2008/04/01 100

米メディア大手のNBCユニバーサル（ニューヨーク州）は、ジュピターテレコムの全額出資子会社で衛星役務利用放送事業会社のJSBC2
（東京）を、2008年4月1日付で買収する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ノーザンアークリゾート株式会社（韓
国英（ヨン）物流子会社）

韓国 北海道 その他販売・卸

株式会社グラウンズ 日本 東京都 アミューズメン
ト

未上場

事業譲渡 2008/04/03

2008年3月に負債総額232億円を抱えて経営破綻し民事再生手続き中の「グラウンズ」が北見市端野町のホテル、ゴルフ場、スキー場
を、韓国企業の「英（ヨン）物流」子会社のノーザンアークリゾート株式会社が事業譲渡を受けることが2008年4月3日に明らかになっ
た。　ノーザンアーク北見支店の菅波知治支配人は、民事再生手続き完了後の6月に、資産とともに事業譲渡を受ける見通しを示し
た。譲渡額は未定。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アクセンチュア株式会社（米
Accenture日本法人）

米国 東京都 サービス

株式会社ソピア 日本 東京都 サービス 未上場

買収 2008/04/04 100

コンサルティング大手の米アクセンチュアの日本法人、アクセンチュア（東京）は、コンサルティング、ITシステム構築のソピア
（同）を買収、全株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ロバートボッシュ Robert Bosch GmbH ドイツ ドイツ 輸送用機器

リンナイ株式会社 日本 愛知県 機械 上場

出資拡大 2008/04/10 17000 19.7

自動車部品大手の独ロバート・ボッシュは、子会社を通じて、リンナイへの出資比率を19.7％に高めた。ボッシュは、これまで段階的
に買い増しを進め、10％前後の株式を取得し、筆頭株主となっていたが、4月10日付で子会社を通じて8.8%を取得した。金額は、約170
億円と推測される。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ディジコ・ホールディングス DIGICO Holdings Ltd. インド 香港 その他製造

株式会社 ベリテ 日本 東京都 その他小売 上場

買収（TOB） 2008/04/16 3116 25.35

香港に本社を置くインド系のダイヤモンド製造卸会社、ディジコ・ホールディングスは、東証二部上場で宝飾品販売のベリテをTOBに
より買収する。1235万5000株を下限、1,416万4,000株を上限に買い付ける。これにより、出資比率は、6.35%から25.35%へと高められ
る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

デュポン株式会社(米デュポン日本法
人）

米国 東京都 化学

アイデュー株式会社 日本 岐阜県 その他販売・卸 未上場

資本参加 2008/04/21 15

総合化学の米デュポンの日本法人、デュポン（東京）は、デュポン製品の販売会社、アイデュー（岐阜県多治見市）に資本参加、15％
の株式を取得する。また、取締役営業部長1人を派遣する。同社は4月21日付で社名を「デュポンリフィニッシュ」「スタンドックス」
の2ブランドを東海、北陸地区で販売展開している。中部地区での自動車補修用塗料事業を強化する。2010年までに同地区で15～20％
のシェア獲得を目指す。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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マグナ・インターナショナル Magna International Inc. カナダ カナダ 輸送用機器

株式会社オギハラ 日本 群馬県 輸送用機器 未上場

事業譲渡 2008/04/23

カナダの自動車部品大手、マグマ・インターナショナルは、自動車プレス金型 大手のオギハラ（群馬県太田市）から米アラバマ州の
プレス加工部品工場を譲り受ける。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ヴェオリア・ウォーター・ジャパン株
式会社（仏Veolia Eau日本法人）

Veoria Water Japan KK フランス 東京都 サービス

大日本インキ環境エンジニアリング 日本 東京都 サービス 未上場

買収 2008/04/23 80

仏の水処理大手、ヴェオリア・ウォーターの日本法人、ヴェオリア・ウォーター・ジャパン（VWJ、東京）は、DIC（旧大日本インキ化
学工業）の全額出資子会社で水処理関連事業の大日本インキ環境エンジニアリングを80%弱の株式を取得したうえで買収した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アメリカン・シーフーズ・グループ
（ASG)

American Seafoods LP. 米国 米国 食品

株式会社福岡丸水 日本 福岡県 食品卸 未上場

資本参加 2008/04/25

洋上加工 王手の米アメリカン・シーフーズ・グループ（AGS)は、明太子問屋・一次加工業者の福岡丸水（福岡県古賀市）に資本参加
する。経営体制は変わらない。同社は「とみまる」ブランドの明太子業者、博多とみまる（同）をグループに持つ。年間約2500トンの
明太子を一次加工するほか、ほかのメーカー販売分も合わせ約3000トンを扱う問屋機能も備える。これまで、シアトル入札を通じてア
メリカン・シーフーズ・カンパニー（ASC)から原卵を買い付けていた。ASCは、福岡丸水の業務拡大を推進する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

中国動向集団有限公司 中国 中国 その他製造

株式会社フェニックス（オリックス） 日本 東京都 その他製造 未上場

買収 2008/04/25 500 91

中国のスポーツウエア製造販売の中国動向集団は25日、日本で「Kappa（カッパ）」などのブランドを展開する同業のフェニックス
（東京）を買収すると発表した。業績が低迷しているフェニックスは、オリックスの投資ファンドが全額出資し、経営再建を進めてい
たが、今後は中国動向の傘下で事業強化を図る。中国動向は、オリックスが保有するフェニックスの全株式を１円で買い取った後、中
国動向が約5億円、オリックスが約6000万円をそれぞれ出資し、財務基盤を強化する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

GUMI DEVELOPMENT CO, LTD. 韓国 韓国 アミューズメン
ト

宮崎小林ゴルフ、宮崎日向ゴルフ、鹿
児島鹿屋ゴルフ

日本 東京都 アミューズメン
ト

未上場

買収 2008/05/01 2000 100

韓国のゴルフ場経営会社、GUMI DEVELOPMENT CO.,LTD.は、西武ホールディングス傘下のプリンスホテル（東京）が設立した生駒高原
宮崎小林ゴルフコース、宮崎日向ゴルフコース、鹿児島鹿屋ゴルフについて会社分割で継承し、全株式を取得したうえで5月1日付で買
収する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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クレディ・アグリコル Credit Agricole S.A. フランス フランス 銀行

株式会社りそなホールディングス 日本 大阪府 銀行 上場

出資拡大 2008/05/05 50000 約5

仏の金融大手、クレディ・アグリコルは、りそなホールディングスへの出資比率を2008年度内に0.99％から約5％に高める。金額は
大で1000億円程度となり、政府に次ぐ大株主となる見込。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

中国石油天然気集団公司（CNPC) 中国 中国 鉱業

新日本石油精製分割会社（新日本石
油）

日本 大阪府 鉱業 未上場

資本参加 2008/05/07 49

中国の石油 大手、中国石油天然気集団（CNPC)は、新日本石油の全額出資子会社、新日本石油精製（東京）が大阪製油所（大阪府高
石市）を2009年4月をめどに会社分割により設立する新会社（同）に資本参加、新日石から49％の株式を取得する。同製油所は石油処
理能力日量11万5000バレル。共同運営し、国内市場向けから需要が拡大する中国などアジア市場向け輸出型製油所に転換する。新日石
グループの製油所運営能力とCNPCグループの製品マーケティング能力を相互に有効活用する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

カナドイルグループ タイ タイ 鉄鋼

べネックス、TMCAP2000投資事業有限
責任組合

日本 東京都 その他製造 未上場

買収 2008/05/21 5000 80

タイの鋼管メーカー、カナドイルグループは、溶接継ぎ手大手のべネックス（東京）を買収する。東京海上キャピタル（同）が運営す
るTMCAP2000投資事業有限責任組合が保有する全株式を取得し、出資比率を25％から約80％に高める。金額は50億円-100億円。経営陣
や国内4カ所の工場は引き継ぐ方針。べネックスは売上高約173億円、従業員500人。カナドイルグループは、2007年5月にべネックスと
資本提携していた。両者の継ぎ手の合計売上高は300億円程度となる見通し。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

SKS Trading USA, Inc. 米国 米国 投資会社

日本精密株式会社 日本 埼玉県 精密 ジャスダック

資本参加 2008/05/26 150 13.53

貿易事業、投資事業の米SKS Trading USA, Inc.（ワシントン州）は、日本精密に5月26日付で資本参加する。1億5000万円の第三者割
当増資を引き受け、13.53％の株式を取得し、第2位株主となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Professional Communication 
Security and Imaging 
International Holding BV

オランダ オランダ その他製造

ホーチキ株式会社 日本 東京都 電機 上場

出資拡大 2008/05/26 10.33

防犯など専門分野の製品、システム開発・製造・販売のProfessional Communication Security and Imaging International Holding 
BV（本社　オランダ）は、5月26日付で提出された大量保有の変更報告書によって、ホーチキへの出資を23日までに9.21%から10.33%に
高めたことが判明した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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イルジングループ 韓国 韓国 電機

日本ステントテクノロジー 日本 岡山県 精密 未上場

資本参加 2008/06/03 200 10.2

韓国の電子部品、素材メーカー、イルジングループは、医療器具ベンチャーの日本ステントテクノロジー（岡山市）に5月2日付で資本
参加した。約2億円の第三者割当増資を引き受け、10.2％の株式を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

サンゴバン株式会社（仏Saint-
Gobain日本法人）

フランス 東京都 窯業

株式会社マグ 日本 東京都 窯業 未上場

資本参加 2008/06/07 1750 43.6

研磨研削材、ガラス製品など製造加工の仏サンゴバンは、日本法人のサンゴバン(東京）を通じて、日本板硝子、太平洋セメントなど
の共同出資会社でガラス短繊維製品製造のマグ（同）に6月6日付で資本参加した。日本板硝子から17億5000万円で43.6％の株式を取得
した。太平洋セメントと同率筆頭株主となった。マグは従業員376人。日本板硝子は、マグとのシナジー実現可能性の高い企業への株
式譲渡を検討していた。売却に伴い、2008年4-6期に連結ベースで約46億円の特別利益を計上する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

トゥミ Tumi, Inc. 米国 米国 その他製造

株式会社トゥミジャパン 日本 東京都 その他販売・卸 未上場

買収 2008/06/20 100

ナイロン製高級カバンブランド「TUMI」を展開するトゥミ（米ニュージャージー州）は、カバン大手のエース（東京）などとの合弁会
社で同ブランドを日本で販売するトゥミジャパンを、6月21日付で買収する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アノト Anoto Group AB スウェー
デン

スウェー
デン

その他製造

日立マクセル株式会社 日本 東京都 電機 上場

事業譲渡 2008/07/01

手書きの文字を電子化するデジタルペンの開発者であるスウェーデンのアノトは、日立マクセルからデジタルペン事業を7月1日付で譲
り受ける。開発、設計、生産業務の他、販売機能や知的財産のすべてをすべての権利を受け継ぐ。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アルベルトアスペジ Alberto Aspesi & C S.p.A イタリア イタリア その他販売・卸

アスペジ・ジャパン株式会社 日本 東京都 その他販売・卸 未上場

買収 2008/07/09 80

「アスペジ（Aspesi）」ブランドの衣料品企画・製造・販売の伊アルベルト・アスペジは、ファーストリテイリング（FR）の子会社で
同ブランドの日本総代理店、アスペジ・ジャパンの全株式をAlberto Aspesi & C S.p.A.に譲渡した。FRの所有するアスペジ・ジャパ
ン社全株式は、同社の発行済株式総数の6割に相当する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

65



対日本企業へのＭ＆Ａ投資動向

フレンチコネクション FRENCH CONNECTION Inc. 英国 英国 その他販売・卸

株式会社フレンチコネクションジャパ
ン

日本 東京都 その他販売・卸 未上場

買収 2008/07/10 100

婦人向けを中心としたカジュアル衣料ブランド「フレンチコネクション」を展開する英フレンチコネクションは、レナウンとの折半出
資会社で同ブランド販売のフレンチコネクションジャパンを、買収する。レナウンから株式50%を取得し、出資比率を現段階の50%から
完全子会社化する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

株式会社沖縄銀行 日本 沖縄県 銀行 上場

出資拡大 2008/07/16 10.39

7月16日付で提出された大量保有の変更報告英投資会社のシルチェスター・インターナショナル・インベスターズは、沖縄銀行への出
資比率を7月11日時点で9.30％から10.39％に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

いちごアセットマネジメント Ichigo Asset Management 
International, Pte. Ltd.

シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

株式会社ミヤノ 日本 長野県 機械 上場

出資拡大 2008/07/20 8.66

7月14日付で提出された大量保有の変更報告書によると、シンガポールの投資会社、いちごアセットマネジメントは、中小型NC旋盤製
造のミヤノへの出資比率を7月7日時点で7.63％から8.66％に高めた。取得金額の総合計は約14億4,240万円となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

サンドリンガムキャピタルパートナー
ズリミテッド

Sandringham Capital Partners 
Limited

英国 英国 投資会社

トーヨーカネツ株式会社 日本 東京都 機械 上場

資本参加 2008/07/20 1477

7月18日付で提出された大量保有報告書によると、投資顧問業の英サンドリンガムキャピタルパートナーズリミテッドは、タンクメー
カーのトーヨーカネツに資本投資、7月11日時点で5.02％の株式を取得した。取得金額は14億7,758万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

ニプロ株式会社 日本 大阪府 精密 上場

資本参加 2008/07/24 5695 5.01

7月24日付で提出された大量保有報告書によると、英投資ファンドのシルチェスター・インターナショナル・インベスターズは、ニプ
ロに資本参加、7月18日時点で5.01％の株式を取得した。金額は56億9500万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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Kennix Holding Limited 香港 香港 投資会社

ビービーネット株式会社 日本 大阪府 その他販売・卸 ヘラクレス

資本参加 2008/07/25 30.93

香港の投資会社、Kennix Holding Limitedは、ビービーネットに資本参加する。ミレニアムストーン投資事業有限責任組合（東京）が
保有する新株予約権302個のうち27個を7月25日付で一括行使する。30.93%の株式を取得し、筆頭株主となった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

ミズノ株式会社 日本 大阪府 その他製造 上場

資本参加 2008/07/30 4404 9.34

7月30日付で提出された大量保有報告書によると、英投資会社のシルチェスター・インターナショナル・インベスターズは、ミズノに
資本参加した。7月23日時点で5.03％の株式を取得した。金額は約44億400万円。11月19日付の大量保有報告書では、9.34％に上昇して
いる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アントケアホールディングズ（日興ア
ントファクトリー〈シティーグルー
プ〉運営ファンド

米国 東京都 サービス

シーズライフケア株式会社 日本 東京都 サービス 未上場

買収 2008/07/31 580 100

米シティグループの日興アントファクトリー（東京）の運営ファンドが設立した介護施設運営の持株会社、アントケアホールディング
ス（同）は、シーズクリエイトの全額出資子会社であるシーズライフケアを、7月31日付で全株式を取得したうえで買収する。金額は5
億8,000万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Ocean0309 B.V (MBKパートナーズ蘭
子会社）

英国 英国 投資会社

田崎真珠株式会社 日本 兵庫県 その他製造 上場

買収 2008/07/31 7000

英ケイマン諸島に本社を置き日本、韓国、中国を中心に活動する独立系投資ファンドのMBKパートナーズ傘下で投資目的子会社の
Watermunt Spara Parts B.V.（後にOcean0309 B.Vに社名変更）は、田崎真珠を買収する。7月31に契約を交わし、同社が発表した。10
月下旬を目途に田崎真珠が発行する70億円のA種優先株を引き受け、議決権比率は49.55％となる。A種優先株について普通株を対価と
する取得請求がなされた場合、議決権比率は79.71％、持株比率は78.73％となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Technorati, Inc. 米国 米国 ソフト・情報

株式会社テクノラティジャパン 日本 東京都 ソフト・情報 ジャスダック

資本参加 2008/08/01 75

株式会社デジタルガレージ（東京都）は、ブログ検索サービス 大手の米Technorati社（本社：米国カリフォルニア州サンフランシス
コ）と、株式会社テクノラティジャパン（東京都）のブログ検索サービス事業などに関する合弁契約を締結した。2005年1月にデジタ
ルガレージの全額出資により設立されたテクノラティジャパンは、今回の契約によりデジタルガレージとTechnorati社の合弁会社とな
る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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いちごアセットトラスト（いちごア
セットグループ）

Ichigo Asset Trust, Ltd. シンガ
ポール

英国 投資会社

アセット・マネジャーズ・ホールディ
ングス株式会社

日本 東京都 その他金融 ヘラクレス

出資拡大 2008/08/18 5000 44.49

シンガポールの投資会社、いちごアセットマネジメントのグループで英ケイマン諸島の投資信託会社、いちごアセットトラストは、不
動産ファンド運営のアセット・マネジャーズ・ホールディングスより50億円の第三者割当増資を引き受け、出資比率を8月18日付で
19.77%から44.49%に高めた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

マッコーリーグループ Macquarie Group 豪州 豪州 銀行

芦有開発株式会社 日本 兵庫県 不動産・ホテル 未上場

事業譲渡 2008/08/20

オーストラリアの投資銀行マッコーリーグループは、阪急阪神ホールディングスグループで不動産業の芦有開発（兵庫県芦屋市）か
ら、芦屋市と神戸市北区の有馬温泉を結ぶ有料道路「芦有ドライブウェイ」を10月31日を目処に譲り受ける。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

バンコック銀行 Bangkok Bank タイ タイ 銀行

日本アジア投資株式会社 日本 東京都 その他金融 ジャスダック

資本参加 2008/09/12 403 1

タイのバンコック銀行は、日本アジア投資（JAIC）に9月12日付で資本参加、同社の自己株式約1％を4億300万円で取得する。JAICは、
早くからタイで未公開株式投資事業に進出している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

SKS Trading USA, Inc. 米国 米国 投資会社

日本精密株式会社 日本 埼玉県 精密 ジャスダック

出資拡大 2008/09/17 15 9.15

貿易事業、投資事業のSKS Trading USA, Inc.（米ワシントン州）は、日本精密への出資比率を9.15％から高める。韓国コスダック上
場の投資会社、M＆FC Co., Ltd.から9月17日付で1,500万円の新株予約権150個を取得する。全て行使した場合、金額は3億円、出資比
率は13.13%ととなる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

有限会社ジュピターインベストメント
（ゴールドマン・サックスグループ）

米国 東京都 投資会社

株式会社アイペット 日本 東京都 生保・損保 未上場

買収 2008/09/19 300 63.80

米ゴールドマン・サックスグループで投資事業のジュピターインベストメント（東京）は、ペット保険業の株式会社アイペット（同）
を9月19日付で買収、同日付で新株予約権を行使し、3億円で63.80%の株式を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ベルチム・マネジメント（BM) Belchim Corp Protection S.A. ベルギー ベルギー その他販売・卸

石原産業株式会社 日本 大阪府 化学 上場

出資拡大 2008/09/20 2784 4.46

ベルギーの農業関連資材販売会社、Belchim Crop Protection S.A.を傘下にもつ同国の持株会社、ベルチム・マネジメント（BM）は、
石原産業株式会社への出資比率を9月29日付で0.52%から4.46%に高め、27億8,400万円の第三者割当増資により、第3位株主となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

IG Japan株式会社（英IG Group 
Holdings plc.日本法人）

英国 東京都 投資会社

エフ・エックス・オンライン・ジャパ
ン株式会社

日本 東京都 その他金融 未上場

買収 2008/09/24 9274 32.74

英IG Group Holdings plcは、100％出資で設立した投資業のIG Japan（東京）を通じて、フィンテックグローバルの子会社で外国為替
証拠金取引のエフ・エックス・オンライン・ジャパン株式会社を9月30日付で買収する。フィンテックが保有する44.99%のうち32.74%
を、92億7,400万円で取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ショット（SCHOTT)（買い付け目的会
社ショット日本ホールディング） 

Schott A.G. ドイツ ドイツ 窯業

株式会社モリテックス 日本 東京都 精密 上場

買収（TOB） 2008/09/25 7280 48.77

ガラス材料、部品メーカーの独ショット（SCHOTT）は、画像処理機器メーカーの株式会社モリテックス（東京都）をTOBにより買収す
る。現在、30万9900株（2.23％）を保持している。独全額出資子会社のSCHOTT Glaswerke Beteiligungs-GmbHが設立するショット日本
ホールディング（東京）を通じて677万9900株（48.77％）を買い付け、ショット保有分と合わせて51％の取得を目指す。ただし、548
万5600（約33％）を下限とし、上限は設けない。同社の取締役会は賛同している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

いちごアセットマネジメント Ichigo Asset Management 
International, Pte. Ltd.

シンガ
ポール

シンガ
ポール

投資会社

株式会社ハピネット 日本 東京都 その他販売・卸 上場

出資拡大 2008/09/30 10.09

シンガポールの投資会社、いちごアセットマネジメントは、玩具卸のハピネットへの出資比率を9.71％から10.09％に高めた。第2位株
主はそのまま。9月30日現在の同社大株主名簿によってあきらかとなった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

立時株式会社（呉徳南集団有限公司） シンガ
ポール

大阪府 不動産・ホテル

泰星コイン株式会社 日本 東京都 その他販売・卸 未上場

資本参加 2008/09/30

シンガポール系の不動産賃貸会社、立時（大阪府吹田市）は、住友商事の子会社で外国コイン輸入販売などの泰星コイン（東京）に9
月30日付で資本参加する。住友商事が保有する80%の株式のうち40%が泰星コインが取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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コンチネンタル ドイツ ドイツ 輸送用機器

エナックス株式会社 日本 東京都 電機 未上場

資本参加 2008/09 16

自動車部品大手の独コンチネンタルは、車載用リチウムイオン電池開発ベンチャーのエナックス（東京）に資本参加した。第三者割当
増資の一部を引き受け、16％の株式を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

日本エア・リキード株式会社（エア・
リキード日本法人）

フランス 東京都 化学 上場

株式会社カネコ商会 日本 新潟県 その他販売・卸 未上場

資本参加 2008/10/01

仏エア・リキードの全額出資子会社で産業・医療ガス製造販売の日本エア・リキード（東京）は、社内カンパニーのジャパン・エア・
ガシス社を通じて、新潟県 大手のガス量販店、カネコ商会（新潟市）に資本参加した。同社は売上高約100億円。日本エア・リキー
ドが組織し、全国約250社のガス販売者が加盟するジャパン・エアガシズディー・ネットの中核メンバー企業。両社は、シリンダーガ
ス充填会社、新潟アイ・ジー・エスの共同運営や出向社員の派遣などを行っていた。連携強化を図る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

China Ample Investments Limited
（Karce International Holdoing 
Company Limited）

香港 英国 精密

KFE Japan株式会社 日本 神奈川県 その他販売・卸 セントレック
ス

資本参加 2008/10/02 105 12.04

香港の精密機器メーカー、Karce International Holding Company Limitedは、英バージン諸島の全額出資子会社でプリント基板製造
会社のホールディングカンパニーであるChina Ample Investments Limitedを通じて、中国製プリント基板など電子部品の製造委託・
購買代理を主業務とするKFE Japan（横浜市）に、10月17日付で資本参加する。約1億500万円の第三者割当増資を引き受け、12.04%の
株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

リーディング投資証券 Leading Investment&Securities 
Co.,Ltd.

韓国 韓国 証券

ジーク証券株式会社 日本 東京都 証券 未上場

買収 2008/10/21 800 53.3

韓国のインターネット証券会社、リーディング投資証券は、茨城県を地盤とするジーク証券（東京）を買収する。第三者割当増資を引
き受けるほか、既存株主から53.3％の株式を取得する。一部報道によれば、金額は8億円程度という。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

サンフンカイインベストメントサービ
シーズリミテッド

Sun Hung Kai & Co.Ltd. 香港 香港 投資会社

株式会社フリード 日本 東京都 通信・放送 ジャスダック

買収 2008/10/22 405 52.14

香港の投資会社、サンフンカイインベストメントサービシーズリミテッドは、回線取次サービス会社の株式会社フリード（東京都）を
10月22日付で買収する。1株9,000円、総額4億500万円の第三者増資割当を引き受け、52.14%の株式を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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元晶製罐株式会社（韓国の元晶製罐日
本法人）

韓国 韓国 非鉄・金属製品

東京たばこ商事株式会社 日本 東京都 その他販売・卸 未上場

事業譲渡 2008/10/27

韓国のカセットボンベ製造会社、元晶製缶は、日本に新会社を設立し、JT(日本たばこ産業）の孫会社で喫煙具、カセットコンロ・ボ
ンベ卸事業の東京たばこ商事（東京）から同事業を2009年3月31日付で譲り受ける。同社は解散する。JTがグループの事業領域との関
連性や収益性などを勘案したことによる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

サイカンホールディングス Cykan holdings Co.,Ltd. 韓国 東京都 アミューズメン
ト

株式会社九州リースサービス 日本 福岡県 その他金融 上場

事業譲渡 2008/11/07

韓国のオンラインゲーム会社、サイカンホールディングスは、日本法人でリゾート、ゴルフ事業などのサイカンホールディングス（東
京）を通じて、九州リースサービスからリゾートホテル「南関セキアヒルズリゾート」を10月31日付で譲り受けた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ユニバーサル・ピクチャーズ・イン
ターナショナル・エンターテインメン

米国 英国 通信・放送

ジェネオンエンタテインメント株式会
社

日本 東京都 通信・放送 未上場

買収 2008/11/12

ユニバーサル・ピクチャーズ・インターナショナル・エンターテインメント(UPIE)は、電通の100％出資子会社であるジェネオン エン
タテインメントの株式の過半数を取得する契約を締結した。また、電通は米NBCユニバーサル傘下のUPIEにジェネオン株式の過半数を
譲渡する契約を11月7日に締結した。UPIEの日本法人ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパンとジェネオンが2009年2月に合併し、新会

 社を設立。持ち株比率はUPIEが80.1％、電通が19.9％となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Interactive Data Corporation 米国 米国 ソフト・情報

NTTデータフィナンシャル株式会社 日本 東京都 ソフト・情報 未上場

買収 2008/11/19 1900 64

金融情報サービス提供のインタラクティブ・データ（米マサチューセッツ州）は、NTTデータの子会社で海外金融情報サービス提供の
NTTデータフィナンシャルを買収、NTTデータフィナンシャルが保有する74%のうち64%の株式を取得し、金額は約19億円となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

CITICキャピタル・パートナーズ 中国 中国 投資会社

株式会社伸和精工 日本 長野県 機械 未上場

買収 2008/11/25

中国の複合企業グループ、中国中信集団（CITIC）の傘下で投資事業のCITICキャピタル・パートナーズは、精密プレス部品製造の伸和
精工（長野県箕輪町）を11月に買収した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

71



対日本企業へのＭ＆Ａ投資動向

Westcity Investments Limited 英国 英国 投資会社

ジェイ・ブリッジ株式会社 日本 東京都 証券 上場

資本参加 2008/11/25

英バージン諸島の投資事業会社、Westcity Investments Limitedは、ジェイ・ブリッジに資本参加する。香港の投資会社、Long Set 
Investments Limitedが保有する新株予約権6万個のうち4万5,000個を取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Crown Win Investments Limited 英国 英国 投資会社

株式会社DPGホールディングス 日本 東京都 ソフト・情報 セントレック
ス

資本参加 2008/11/26

英バージン諸島の投資会社、CROWN WIN INVESTMENTS LIMITED（CWI）は、データプレイス（東京）を傘下にもつDPGホールディングス
に11月26日付で資本参加する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アヴネットジャパン株式会社（米アヴ
ネット日本法人）

. 米国 東京都 その他販売・卸

日本電素工業株式会社 日本 東京都 その他販売・卸 未上場

買収 2008/12/01 100

エレクトロニクス商社の米アヴァネットの日本法人、アヴネットジャパン（東京）は、電子部品商社の日本電素工業（NDI、同）を買
収する。全株式を取得する。同社は売上高161億円。デザイン力と技術力に実績がある。国内4カ所のほか香港、シンガポールに拠点を
持つ。川端幸雄社長は引き続き経営に参加し、事業規模の拡大を図る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

イプセン・インターナショナル・ホー
ルディング

ドイツ ドイツ その他販売・卸

清水電設工業株式会社 日本 兵庫県 非鉄・金属製品 未上場

事業譲渡 2008/12/03

熱処理設備販売の独イプセン・インターナショナル・ホールディングは、金属表面処理の清水電設工業（兵庫県尼崎市）から熱処理炉
の製造販売事業を譲り受ける。京都府久御山町にある工場の製造ノウハウ、営業権を取得する。従業員約20人は引き継ぐ。一部報道で
は、金額は4億程度。対象事業は売上高18億円。イプセンは、欧米などで自動車や航空機などの業界向けに熱処理設備を販売、今後日
本での製造販売拠点を獲得し、アジア事業拡大を図る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アメリカン・インターナショナル・グ
ループ・インク（AIG）グループ

米国 フランス 生保・損保

富士火災海上保険株式会社 日本 大阪府 生保・損保 上場

出資拡大 2008/12/11 15795 41.56

米保険大手のアメリカン・インターナショナル・グループ・インク（AIG）は、富士火災海上保険への出資比率を、グループで23.04％
から41.56％に高める。事実上傘下に収める。同社は12月29日付で自己株式9.68％を消却する。その後仏AIGヨーロッパ、米アメリカ
ン・ホーム・アシュアランス（AIU保険会社）が2009年1月20日付で62億1000万円の第三者割当増資を引き受ける。金額は合計157億
9500万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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Areva S.A. フランス フランス その他製造

三菱原子燃料株式会社 日本 茨城県 その他製造 未上場

資本参加 2008/12/22

仏原子力の大手アレバは、三菱マテリアルと三菱重工業の共同出資会社で原発燃料製造の三菱原子燃料（茨城県東海村）に2009年前半
に資本参加する。同社は現在加圧水型原子炉の技術供与を受けており、BWR（沸騰水型原子炉）市場にも進出する。三菱原子燃料の出
資比率は現在、三菱マテリアル66％、三菱重工34％。アレバと三菱商事は第三者割当増資を引き受け、三菱マテリアルから株式を取得
する方針。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

total network holdings limited 英国 英国 投資会社

アセット・インベスターズ株式会社 日本 愛知県 サービス 上場

資本参加 2008/12/22 1000 31.7

英バージン諸島の投資会社、Total Network Holdings Limited、北京大学東北アジア区域一体化研究センターの副理事長・兼職教授で
ある古川令治らは、アセット・インベスターズに2009年1月15日付で資本参加、総額10億円の第三者割当増資を引き受ける。
Total　Networkと古川氏はそれぞれ31.7%、25.4％の株式を取得し、筆頭、第2位株主となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Beautiful Orient Group Limited 
(AID Partners Group)

香港 香港 投資会社

株式会社極楽湯 日本 東京都 アミューズメン
ト

ジャスダック

資本参加 2008/12/25 1296 34.23

香港の投資会社、AID Partners Groupは、AID Partners Assets Management Limitedが全額出資で設立した特定目的会社、Beautiful 
Orient Group Limitedを通じて、極楽湯に12月25日付で資本参加する。12億9,600万円の第三者割当増資を引き受け、34.23%の株式を
取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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サン・マイクロシステムズ株式会社
（米Sun Microsystems, Inc.日本法
人）

米国 東京都 ソフト・情報

株式会社シービヨンド・テクノロ
ジー・コーポレーション

米国 東京都 ソフト・情報 未上場

営業譲渡 2006/01/01

サン・マイクロシステムズ株式会社は、2005年8月25日付けで完了した米国サン・マイクロシステムズ社による米国シービヨンド・テ
クノロジー・コーポレーションの買収に伴い、2006年1月1日付けでシービヨンド日本法人である株式会社シービヨンド・テクノロ
ジー・コーポレーションの営業権について譲渡を受け、日本における同事業の営業を開始した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

フォルシア・ジャポン株式会社（仏
フォルシア日本法人）

フランス 神奈川県 輸送用機器

フォルシア・インテリア・システム株
式会社

フランス 神奈川県 輸送用機器

合併 2006/01/01

仏部品 大手フォルシアの日本法人、フォルシア・ジャポン（横浜市）は、仏フォルシア・インテリア・システム（同）と2006年1月1
日付で合併した。新会社名はフォルシア・ジャパン。新会社社長にはいすゞ自動車出身で独ボッシュや米ＴＲＷ日本法人で役員を歴任
してきた河口大介氏が新会長に就任する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ホスピーラ・ジャパン株式会社（米ラ
ボット・ラバトリーズグループ）

米国 大阪府 その他販売・卸

アボット ジャパン株式会社 米国 東京都 医薬品

営業譲渡 2006/01/25

米アボットラボラトリーズグループで病院関連製品販売のホスピーラ・ジャパン（大阪市）は、同グループで医療用医薬品のアボッ
ト・ジャパン（東京）から会社分割によりホスピーラ事業を譲り受ける。アボットジャパンは、3月の ホスピーラ事業部の分社化の
後、4月には 完全自社販売を開始する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

グレートレイクスケミカル日本株式儀
会社（米GLC日本法人）

米国 東京都 化学

クロンプトン株式会社 米国 東京都 化学 未上場

合併 2006/02/01

米グレート　レイクス　ケミカル（GLC）の日本法人、グレート　レイクス　ケミカル（GLC)日本（東京）と、米クロンプトンの日本
法人、クロンプトン（同）は2月1日付で合併する。新会社名はケムチュラ・ジャパン（Chemtura Japan Limited.）これは、アメリカ
での親会社同士の合併に伴うもの。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

インターテックジャパン株式会社（英
Intertek C&E日本法人）

英国 東京都 化学

アクゾノーベル株式会社 オランダ 東京都 化学

事業譲渡 2006/02/28 1810

英国に本拠地を置く世界 大の試験認証機関 Intertek C&E(Commercial & Electrical)の日本法人インターテクは、蘭アクゾノーベル
の日本法人、アグゾノーベル（東京）からEMC事業部分を譲り受けた。金額は約18億1000万円（1300万ユーロ）。川崎市の試験ラボ設
備とEMC事業部の試験サイトを統合する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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フランク・ラッセル・ジャパン株式会
社（米ラッセル・インベストメント・
グループ日本法人）

米国 東京都 投資会社

ラッセル・インベストメント証券 米国 東京都 証券

合併 2006/03/01

ラッセル・インベストメント・グループでは、これまでフランク・ラッセル・ジャパン株式会社（2006 年3月1 日付けでラッセル・イ
ンベストメント・グループ株式会社に社名変更）、フランク・ラッセル株式会社、ラッセル・インベストメント証券株式会社の3社で
行ってきた各業務を、2006 年3 月1 日付けで「ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社」に統合した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

GAS JAPAN株式会社（伊Grotto 
S.p.A. 子会社）

イタリア 東京都 その他小売

スタイリンク（クロスプラス子会社） イタリア 東京都 その他小売 未上場

営業譲渡 2006/03/03

「GAS」ブランドジーンズ製造ーの伊グロットは、日本法人GAS JAPAN（東京）を2006年3月3日付で設立し、クロスプラスの子会社で同
業のスタイリンク（同）から同ブランドの販売事業を譲り受ける。渋谷パルコなど4店舗の資産、在庫商品などを取得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

モルガン信託銀行（米JPモルガング
ループ）

米国 東京都 銀行

J.P.モルガン・インベストメント・
マネージメント東京支社

米国 東京都 銀行

営業譲渡 2006/03/19

米JPモルガングループのモルガン信託銀行（東京）は、同グループで資産運用会社、米J.P.モルガン・インベストメント・マネージメ
ントから東京支社の営業を3月19日付で譲り受ける。会社名をJPモルガン信託銀行に変更する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ソリッドワークス・ジャパン株式会社
（米SolidWorks Corp.日本法人）

米国 東京都 その他販売・卸

コスモスジャパン株式会社 米国 東京都 その他販売・卸

合併 2006/03/20

ソリッドワークス・ジャパン株式会社（東京都港区高輪、代表取締役社長 臼井冬彦）と株式会社コスモスジャパン（東京都千代田
区、代表取締役社長 リー・ウー）は合併し、新たなソリッドワークス・ジャパン株式会社として活動を開始した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

日本SSAグローバル株式会社（米SSA 
Global日本法人）

SSA Global 米国 東京都 ソフト・情報

エピファニー・ソリューションズ株式
会社

米国 東京都 ソフト・情報

営業譲渡 2006/03/31

米SSAグローバルの日本法人で製造業向け統合基幹業務システムパッケージ製造の日本SSAグローバル（東京）は。2006年4月26日、米
エピファニーの日本法人で顧客情報管理（CRM）システムのエピファニー・ソリューションズの事業を3月31日付けで統合したことを発

 表した。エピファニーは、SSA Global米国本社が2005年9月に買収したEpiphanyの日本国内販売代理店だった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

75



対外国企業日本法人へのＭ＆Ａ投資動向

キュノ株式会社（米CUNO INC.日本法
人）

米国 神奈川県 その他販売・卸

住友スリーエム（3M子会社） 米国 東京都 化学 上場

営業譲渡 2006/04/01

住友スリーエム㈱では、不織布テクノロジーをベースとした液体フィルター製品の販売業務を４月１日付けで液体フィルターの大手専
門メーカーであるキュノ株式会社に移管する。これは2005年8月に3M社が液体フィルターのグローバル企業であるキュノ社を買収した
ことに伴うもので、国内での広範なビジネス統合の第一弾となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

GXS株式会社（米GXS Inc日本法人） 米国 東京都 ソフト・情報

Gインターナショナル株式会社 米国 東京都 ソフト・情報

合併 2006/04/14

世界 大手の企業間電子商取引ソリューションのプロバイダーである米GXS, Inc. （米国メリーランド州、以下GXS）は、同社の日本
法人とGインターナショナル株式会社（IBMの旧EDI・BES部門）との合併と、GXS株式会社（東京都港区）の強化を発表した。日本市場
における同社のソリューションのさらなる普及と事業拡大を狙う。 Gインターナショナル株式会社の全従業員と全てのサービスは、合
併後の存続会社となるGXS株式会社に継承される。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ジョンソンコントロールズ株式会社
（米Johnson Controls Inc.日本法

米国 東京都 機械

ジョンソンコントロールズテクノサー
ビス株式会社

米国 東京都 サービス

合併 2006/04/23

空調制御用機器製造の米ジョンソンコントロールズの日本法人、ジョンソンコントロールズ（東京）は、全額出資子会社でビル設備保
全管理事業のジョンソンコントロールズテクノサービス（東京）と4月23日付で合併する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

株式会社イシン・ホテルズ・グループ
（米Grove International 
Partners 、Westmont Hospitality 

米国 東京都 不動産・ホテル

サンマリーナホテル株式会社 米国 沖縄県 不動産・ホテル

合併 2006/05/15

イシン・ホテルズ・グループ（マイケル・ニギッチ代表取締役社長　兼　 高経営責任者、東京都港区虎ノ門）では株式会社レーサム
リサーチ（東京都新宿区）の子会社であるサンマリーナホテル株式会社を買収し、同社が運営する『サンマリーナホテル』（沖縄県国
頭郡恩納村　客室数:200室）を取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

AIGスター生命保険株式会社（米AIG
グループ）

米国 東京都 生保・損保

AIGエジソン生命保険株式会社 米国 東京都 生保・損保

合併 2006/05/26

AIGスター生命保険とAIGエジソン生命は2006年5月26日、関係監督当局の許認可等を前提に、将来の経営統合について基本合意に至っ
た。新会社の名称は「AIG生命保険株式会社」を予定している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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日本アルファメタルズ株式会社（英
クックソングループ）

英国 神奈川県 化学

エンソンジャパン株式会社 英国 神奈川県 化学 未上場

合併 2006/06/30

2006年6月30日、世界有数のはんだメーカーである日本アルファメタルズ（株）が、基板表面処理剤メーカーのエンソンジャパン
（株）と合併し、クックソンエレクトロニクス株式会社として新しく生まれ変わる。両社は同じ英国クックソングループの中核を担う
エレクトロニクス部門の企業である。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

サン・マイクロシステムズ株式会社
（米Sun Microsystems, Inc.日本法
人）

Sun Microsystems, Inc. 米国 東京都 その他販売・卸

 日本ストレージ・テクノロジー株式
会社

米国 東京都 その他販売・卸 未上場

合併 2006/07/04

サン・マイクロシステムズとストレートテクノロジーの事業統合は、2005年8月に完了した米サン・マイクロシステムズによる米スト
レージ・テクノロジーの買収に伴うもの。すでに米ストレージ・テクノロジーは米サン・マイクロシステムズに統合され、新たにサ
ン・マイクロシステムズのストレージ・グループとして、さらなる発展を目指して活動を開始している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

MTVネットワークス MTV Networks Inc. 米国 米国 アミューズメン
ト

MTVジャパン株式会社 米国 東京都 アミューズメン
ト

未上場

買収 2006/08/30 100

24時間総合エンタテイメント・チャンネルの米MTVネットワークス（MTVN）は、音楽チャンネル運営のMTVジャパン（東京）を買収す
る。合弁相手で米投資会社のハンブレヒト＆クイストから86％の株式を取得し、完全子会社化する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

フィリップスセミコンダクターズジャ
パン（蘭Philips日本法人）

オランダ 東京都 その他販売・卸

株式会社フィリップスエレクトロニク
スジャパン

オランダ 東京都 その他販売・卸

事業譲渡 2006/10/01

蘭フィリップスグループの日本法人で半導体事業のフィリップスセミコンダクターズジャパン（東京）は、グループで照明機器、家
電、半導体事業を展開するフィリップスエレクトロニクスジャパン（東京）から半導体事業を会社分割により10月1日付で譲り受け
る。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ジョンソンコントロールズ株式会社
（米Johnson Controls Inc.日本法

米国 東京都 機械

ヨークジャパン（ヨークインターナ
ショナル日本法人）

米国 兵庫県 機械

事業譲渡 2006/10/24

米ジョンソンコントロールズの日本法人で空調制御用機器製造販売のジョンソンコントロールズ（東京）は、米ヨークインターナショ
ナルの日本法人で同業のヨークジャパン（神戸市）から事業を11月1日付で譲り受ける。これは、親会社であるジョンソンコントロー
ルズがヨークインターナショナルを2005年12月に買収したことに連動したもの。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ジョンソン・プロフェッショナル株式
会社（米JohnsonDiversey Inc.日本
法人）

米国 神奈川県 化学

ジョンソンディバーシー、ティーポー
ルディバーシー株式会社

米国 神奈川県 化学

合併 2006/11/01

米ジョンソンディバーシーグループで床用ワックス・食器用洗剤など製造販売のジョンソン・プロフェッショナルは、同グループの
ジョンソンディバーシー、ティーポールディバーシーと11月1日付で合併する。新会社名はジョンソンディバーシー株式会社。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

バックスグローバルジャパン株式会社
（米Bax Global Inc.日本法人）

米国 東京都 運輸・倉庫

西濃シェンカー（シェンカー、セイ
ノーホールディングス合弁会社）

ドイツ 東京都 運輸・倉庫

合併 2007/01/01

西濃シェンカー株式会社とバックスグローバルジャパン株式会社は、2007年1月1日、両社の統合手続が完了した。統合後の会社名は、
従来通りの西濃シェンカー株式会社となり、日本全国23箇所の事業所に約460名の従業員を擁することになる。シェンカー、バックス
グローバル両社は目下全世界で統合作業を進めており、統合後の組織規模は、世界150ヶ国、1,500の事業拠点、約5万人の社員を有す
ることになる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Johnson&Johnson Medical Company 
Inc.

米国 米国 医薬品

株式会社ロバート・リード商会 米国 東京都 その他販売・卸 未上場

事業譲渡 2007/01/01

米系医療用品大手のジョンソン・エンド・ジョンソン（J＆J、東京）の社内カンパニーであるメディカルカンパニーは、医療機器輸
入、販売のロバート・リード商会から、脊椎関連事業を1月1日付で譲り受ける。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

日本アイ・ビー・エム　アドバンスト
ソリューション（日本IBM100％子会
社）

米国 神奈川県 ソフト・情報

日本アイビーエム・ビジネス・ソ
リューションなど5社

米国 東京都 ソフト・情報

合併 2007/01/01

米IBMの日本法人、日本IBM（東京）は、全額出資子会社で情報サービスの日本アイ・ビー・エム　アドバンスソリューション（神奈川
県大和市）、日本アイビーエム・ビジネス・ソリューション（東京）など5社を2007年1月1日付で合併する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

バルチラジャパン株式会社（バルチラ
日本法人）

フィンラ
ンド

兵庫県 その他販売・卸

日本マリンテクノ株式会社 フィンラ
ンド

東京都 機械

合併 2007/01/01

フィンランドの舶用機器メーカー、バルチラの子会社、バルチラジャパン（神戸市）は、同子会社の日本マリンテクノ（東京）と2007
年1月1日付）で合併する。同社は売上高40億円。2002年4月にバルチラグループ傘下に入った。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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Harris Associates L.P. 米国 米国 投資会社

日興コーディアルグループ 米国 東京都 証券 上場

出資拡大 2007/02/06 89086 7.23

3月1日付で提出された大量保有の変更報告書によって明らかになったところでは、米投資会社のハリス・アソシエイツは、日興コー
ディアルグループへの出資比率を、2007年2月22日時点で7.23％に高めた。公表金額は890億8600万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

日本アルカテル株式会社（米
Alcatel Internetworking, Inc.日本
法人）

フランス 東京都 電機

日本ルーセント・テクノロジー 株式
会社

米国 東京都 電機

合併 2007/04/30

日本アルカテル株式会社と日本ルーセント・テクノロジー株式会社は合併し、4月1日より新会社「日本アルカテル・ルーセント株式会
社」（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田聰）が発足した。2006年12月1日に仏アルカテルと米ルーセント・テクノロジーが合
併し、世界 大規模の通信ソリューションプロバイダー「アルカテル・ルーセント」が誕生した。これに伴い、日本国内においても、
両社の日本法人である日本アルカテルと日本ルーセント・テクノロジーが組織統合を進め、この度、正式に合併が完了した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

バイエル薬品株式会社（独バイエル日
本法人）

ドイツ 大阪府 医薬品

日本シエーリング株式会社 ドイツ 大阪府 医薬品

合併 2007/07/01

独バイエルの日本法人、バイエル（東京）傘下で医薬品開発、輸入、製造、販売のバイエル薬品（大阪市）は、独シエーリングの日本
法人、日本シエーリング（同）と2007年7月をめどに合併する。売上高約1600億円程度、MR数はこの合併によって1,300人に達する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

CLSAキャピタルパートナーズジャパ
ン株式会社（仏CLSA Sunrise 
Capital LLPグループ）

フランス 東京都 投資会社

株式会社バロックジャパンリミテッド フランス 東京都 その他販売・卸 未上場

買収 2007/09/20 100

日本向け投資事業のCLSAキャピタルパートナーズジャパン（東京）は、婦人服製造販売のフェイクデリックホールディングス傘下のバ
ロックジャパンリミテッドを9月20日付で、全株式を取得したうえで買収した。フェイクデリックホールディングスはフランス 大手
の金融機関アグリコールグループの投資ファンドCLSAキャピタルパートナーズジャパンの100％子会社である。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

アロー・エレクトロニクス・ジャパン
株式会社（米Arrow Electronics, 
Inc.日本法人）

米国 東京都 その他販売・卸

ユニバース・エレクトロン株式会社 米国 東京都 その他販売・卸 未上場

買収 2007/11/01 100

米半導体商社のアロー・エレクトロニクス・インク（ニューヨーク州）は、2007年夏に設立したアロー・エレクトロニクス・ジャパン
（東京）を通じて、同業のユニバース・エレクトロンを全株取得し買収した。社名を11月1日付で「アロー・ユー・イー・シー・
シー」に変更する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

79



対外国企業日本法人へのＭ＆Ａ投資動向

Macro Polo XTF, Inc. 米国 米国 ソフト・情報

株式会社マルコポーロXTFJapan 日本 東京都 ソフト・情報 未上場

資本参加 2008/10/09 4 40

ETF（上場投資信託）に関する情報提供サービスの米Macro Polo XTF, Inc.（MPXTF、ニューヨーク州）は、T＆Cホールディングスが10
月10日付で設立する投資情報サービスのマルコポーロXTFJapanに資本参加する。400万円の第三者割当増資を引き受け、40%の株式を取
得する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

いちごアセットトラスト（いちごア
セットグループ）

Ichigo Asset Trust, Ltd. シンガ
ポール

英国 投資会社

クリード・リート・アドバイザーズ株
式会社

米国 東京都 不動産・ホテル 未上場

買収 2008/12/12 100

シンガポールの投資会社、いちごアセットグループで英ケイマン諸島の投資信託会社、いちごアセットトラストは、クリードの子会社
で東証REIT上場のクリード・オフィス投資法人（米国ゴールドマンが大株主）を運営するクリード・リート・アドバイザーズ（東京）
を12月12日付で買収する。クリードは80％の株式を保有している。同社が伊藤忠商事や中央三井信託銀行などから残りの株式を取得し
たうえで、全株式を譲渡する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

Thawte, Inc ドイツ ドイツ ソフト・情報

ソートジャパン株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2006/2/1 10 100

Thawte,Inc.は、SSLサーバ証明書、コードサイニング証明書を全世界に販売、Thawteのルート証明書は主要なブラウザに組み入れられ
ており、数多くの販売実績を持つ認証機関の一つである。日本法人のソートジャパン株式会社は、2006年2月に1000万円の資本金で設
立された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Ipswitch Ｉｎｃ. 米国 米国 ソフト・情報

イプスイッチジャパン株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2007/9/11

FTP クライアントソフトウェアとして定評のある「WS_FTP」開発会社の米国 Ipswitch は2007年9月11日、日本法人の設立を発表、同
時に「WS FTP」 新版と、ネットワーク監視ツール「WhatsUP」 新版を発表した。日本法人名は「Ipswitch Japan」で、 5月に法人
登記をすませ、事業活動を開始している。カントリーマネージャーおよび日本事業の責任者は榊原徹氏。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

TNS-Infoplan Inc. 英国 英国 ソフト・情報

株式会社テイラーネルソンソフレス・
インフォプラン

日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2007/1/1 175 52

株式会社テイラーネルソンソフレス・インフォプラン（TNS-Infoplan）は、イギリスに本拠を置くTNSグループの日本法人。TNSは、世
界80数ヵ国でビジネスを展開する世界第２位の市場調査グループであり、世界を牽引する独自のリサーチツールを提供する。資本金は
1億7,500万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Vodafone Group Plc（英国）
ChinaMobile Ltd.（香港）

英国 英国 通信・放送

ジョイント・イノベーション・ラボ 日本 東京都 サービス

日本法人（合弁設立） 2008/4/24

ソフトバンク株式会社（東京都）、チャイナモバイル・リミテッド（香港）、ボーダフォングループPLC（英国）の3社は、携帯電話端
末を利用する新しいテクノロジーやアプリケーションサービスの開発を推進する合弁会社「ジョイント・イノベーション・ラボ（以下
JIL）」を設立することで合意した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

iGeek. Inc. 米国 米国 ソフト・情報

アイギーク株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2007/1/29 10

アイギーク株式会社は米国iGeek. Inc.の日本法人として2007年1月に設立され、業務内容は、Mac用ソフトウエア開発、コンピュー
ター関連製品販売、テクニカル・ビジネスコンサルティング、技術記事執筆、技術翻訳等多岐にわたる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

81



グリーンフィールド投資動向

JPモルガン証券準備株式会社（米
JPMorgan Chase & Company）

米国 米国 投資会社

JPモルガン証券株式会社 日本 東京都 証券

日本法人(単独設立） 2006/3/31 100

J.P.モルガン証券会社東京支店は、2006年4月1日をもって全ての営業を、米国金融持株会社JPモルガン・チェ－ス・アンド・カンパ
ニーの証券関連子会社であるJPモルガン証券準備株式会社に譲渡し、同日付で商号をJPモルガン証券準備株式会社からJPモルガン証券
株式会社に変更する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

STXパンオーシャン 韓国 韓国 運輸・倉庫

STXパンオーシャン日本 日本 東京都 運輸・倉庫

日本法人(単独設立） 2006/2/1 50 54

韓国海運大手のSTXパンオーシャンは、日本法人STXパンオーシャン日本を設立し、本格的な運営を開始した。日本法人はバルク部門で
現地総合商社や製鉄所、発電所などで大手荷主との協力関係を強化、また、コンテナ船部門では東南アジア、中国路線の他に日本を拠
点としたタイ、マレーシアなどを結ぶ新規路線開発に力を入れる計画。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Dexia Crédit Local SA ベルギー ベルギー 銀行

デクシア・クレディ・ローカル銀行東
京支店

日本 東京都 銀行

日本法人（不明・その他） 2006/12/4 36 100

ベルギーに本拠地を置くデクシア・クレディ・ローカル銀行は、2006年11月7日に銀行業の営業免許を取得し、12月4日から東京支店の
営業を開始。なお、東京支店は、ベルギーではなく英国支店の管理下にある。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

クラウス・マファイ ドイツ ドイツ 機械

クラウス・マファイ・ジャパン株式会
社

日本 東京都 機械

日本法人(単独設立） 2006/01/10 10 100

独の樹脂製品製造機メーカーであるクラウス・マファイは、2006年1月10日付で完全子会社の日本法人、クラウス・マファイ・ジャパ
ンを1,000万円の資本金で設立した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

金山軟件有限公司 中国 中国 ソフト・情報

キングソフト株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2006/01/11 100

キングソフト株式会社は、中国の金山軟件有限公司が、インターネットとソフトウェアを融合させた新たなるビジネスモデルを展開す
べく日本に設立したジョイントベンチャー。事業内容は、コンピュータ及びインターネット用ソフトウエア製品の企画・開発・販売、
インターネットを利用した各種情報提供サービス及び広告業務である。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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InvestorCom, Inc 米国 米国 サービス

インベスター・コム・ジャパン株式会
社

日本 東京都 サービス

日本法人（不明・その他） 2006/01/20

米国ニューヨーク州ウォールストリートに本拠を置く InvestorCom, Inc.は、独立系総合株主情報会社で、1990年の設立以来一貫して
株主判明調査サービスを多数の米国企業に提供、は世界の上場企業約100社に株主情報サービスを提供している。2006年1月20日に日本
法人を設立、本国と同様のサービスを提供する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

HANS TURCK GmbH & Co. KG ドイツ ドイツ 機械

ターク・ジャパン株式会社 日本 愛知県 機械

日本法人(単独設立） 2006/01/25 30 100

独の制御機器メーカーであるハンズ・タークは、日本法人ターク・ジャパンを資本金3,000万円で2006年1月25日に設立した。日本国内
では自動車業界への拡販を行う。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Riverbed Technology, Inc. 米国 米国 電機

リバーベッドテクノロジー株式会社 日本 東京都 電機

日本法人(子会社設立） 2006/01/27 10 100

リバーベッドテクノロジー株式会社はRiverbed 社の完全子会社である。同社は2006年1月27日に、1,000万円の資本金で設立された。
同社は、ワイドエリアデータサービス (WDS) 業界のパイオニアであり、現在 4,000 以上の顧客を擁する、テクノロジーと市場占有率
でトップを走る世界的なリーダー。 Riverbed は、世界初にして唯一の包括的な WDS ソリューションを提供し、ワイドエリアにおい
て企業のアプリケーションやデータの共有を事実上妨げてきた多くの深刻な問題を解決する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Calligaris イタリア イタリア その他製造

カリガリス・ジャパン有限会社 日本 兵庫県 その他製造

日本法人(単独設立） 2006/01/27 3 100

伊のインテリア家具メーカーであるカリガリスは、2005年10月17日付で日本法人カリガリス・ジャパン有限会社を、資本金300万円で
設立した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

MySQR スウェー
デン

スウェー
デン

ソフト・情報

MySQR株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2006/01/30 100

スウェーデンのソフトウェア会社MySQRは、1月30日付で完全子会社の日本法人、MySQR株式会社を設立した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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Polar Instruments Ltd. 英国 英国 電機

ポーラー･インスツルメンツ社日本支
社

日本 神奈川県 電機

日本法人（不明・その他） 2006/01

英のポーラー・インスツルメンツは、2006年1月にポーラー・インスツルメンツを設立した。ポーラー社製品日本代理店であったOPPC
株式会社は2006年1月31日をもって全業務を終了し、ポーラー･インスツルメンツ社日本支社が日本国内におけるポーラー社、カナダ
PWB社製品に関する販売、マーケティング、サポートなどの全業務を引き継いで行う。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

CGTecｈ HOLDING GROUP 米国 米国 機械

株式会社CGTEC 日本 東京都 機械

日本法人（不明・その他） 2006/01 995 40

米国カリフォルニア州アーバインに本社を置く製造業向けのNCシュミレーションソフトウェア企業、CGTEC社が日本法人、株式会社
CGTECを設立した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Bonpoint フランス フランス 繊維

ボンポワン・ジャパン株式会社 日本 東京都 繊維

日本法人(単独設立） 2006/01 30 100

仏高級子供服メーカーのボンポワンは2006年1月に、ボンポワンジャパンを設立した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Vast Systems Technology Corp. 米国 米国 ソフト・情報

ヴァストシステムズテクノロジー株式
会社

日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2006/02/10

組み込みソフトウェアのヴァストシステムズテクノロジーは、2月10日に日本法人、ヴァストシステムズテクノロジー株式会社を設立
した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

GECITech フランス フランス 機械

ジェシテック・ジャパン有限会社 日本 東京都 機械

日本法人（不明・その他） 2006/02/22 3 100

サニタリーフレキシブルホースのメーカーであるジェシテック社（フランス、ミオンス）は、日本法人ジェシテック・ジャパン有限会
社を設立、日本市場でのシェア拡大を目指す。同社は、繊維ブレード補強シリコンホース「トレシル®」と、ステンレスワイヤーと繊
維ブレードで強度を高めた「GSI 65 NT/NTP ＆ 69NTP」を主力製品として展開している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

Prous Science スペイン スペイン 医薬品

プロウスサイエンスジャパン株式会社 日本 東京都 医薬品

日本法人(単独設立） 2006/03/01 10 100

スペインのプロウスサイエンスは2006年3月1日付で日本法人、プロウスサイエンス・ジャパンを完全子会社として設立した。同社は、
新薬開発のための総合プロバイダーである。資本金は1,000万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Procter & Gamble 米国 米国 化学

プロクター・アンド・ギャンブル・
ジャパン株式会社

日本 東京都 化学

日本法人（不明・その他） 2006/03/03 15 70

米P&Gは日本法人プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパンを2006年3月3日に設立し、 日本における洗濯洗浄関連製品・紙製品・医
薬部外品・化粧品・食品・ペットフード・小型家電製品などの研究開発、事業戦略の立案・実行、販売、輸出入を行っている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

OhmyNews International Corp. 韓国 韓国 ソフト・情報

オーマイニュースインターナショナル
株式会社

日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2006/03/07 100

オーマイニュースはソフトバンクとの提携により2006年3月7日に設立され、ユーザー参加型のインターネットニュースサイト「オーマ
イライフ」の運営をしている。市民記者から寄せられた原稿を編集し、ニュースとしてサイトに掲載する。2008年4月、オーマイ
ニュース株式会社に名称変更。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Bank of New York 米国 米国 銀行

バンク・オブ・ニューヨーク証券株式
会社

日本 東京都 証券

日本法人(単独設立） 2006/03/08 250 100

米バンク・オブ・ニューヨークは、2005年8月26日付けでバンク・オブ・ニューヨーク証券（東京）を資本金2億5,000万円で設立し
た；。機関投資家へのトランジションマネジメントを事業としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Edac Inc. ドイツ ドイツ サービス

エダックジャパン株式会社 日本 福岡県 サービス

日本法人(単独設立） 2006/03/14 35 100

独の自動車設計開発企業、エダックグループは2006年2月にEDAG JAPANを完全子会社として設立した。資本金は3,500万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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NetSuite Inc. 米国 米国 ソフト・情報

ネットスイート株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2006/03/15 10 100

ネットスイート株式会社は業務用ソフト開発の米ネットスイート社日本法人として2006年3月15日付で1億円の資本金で設立され、小中
規模ビジネスのオンデマンド・エンタープライスリソースプランニング(ERP)およびカスタマリレーションシップマネジメント(CRM)ア
プリケーションソフトウェアを行っているリーディング企業。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Kohlberg Kravis Roberts & Co. 米国 米国 投資会社

KKRジャパン株式会社 日本 東京都 投資会社

日本法人(単独設立） 2006/03/16 100

KKRジャパンは2006年3月16日に設立された、米国の投資会社Kohlberg Kravis Roberts & Co.の日本支社。投資の実行にあたり様々な
手法を活用し、上場企業の非公開化、企業の特定事業部門の資産の取得、同族企業のオーナーやストラテジック･バイヤーとの共同投
資、業界再編を契機とした成長企業への投資などが主な手法としてとられている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

L'Artizan Parfumeur フランス フランス その他小売

ラルチザンパフュームジャポン株式会
社

日本 東京都 その他小売

日本法人(単独設立） 2006/03/29 10 100

1976年パリに生まれたラルチザンパフュームは「香りの職人」を意味するフレグランスメゾン。日本法人のラルチザンパフュームジャ
ポンには藤田美佳氏が代表取締役に就任。11月1日に東京表参道本店がオープンする。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Sara Lee Corporation 米国 米国 その他製造

日本サラ・リー株式会社 日本 東京都 その他小売

日本法人(単独設立） 2006/03/30 10 100

日本サラ・リー株式会社は、米国シカゴに本拠を置くグローバルな消費者商品メーカーであるサラ・リー・コーポレーションの日本法
人として新規設立された。親会社の日本販売進出は1992年7月、以降事業を拡大してきた。主力商品はシューケア・ヘアケアなどの日
用品で、靴磨きのKIWIブランドを持つ。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

GXS フランス フランス ソフト・情報

GXS株式会社 日本 東京都 機械

日本法人(単独設立） 2006/03 10 100

GXS は 企業間EDI （B2B）、サプライチェーン統合、情報の同期化、コラボレーションなどのソリューションにおける世界のリーディ
ング プロバイダとして、「フォーチュン500」社の75パーセントに当たる企業を含め、世界 4万社を超える企業のビジネスをリアルタ
イムにサポートしている。日本法人のGXS株式会社は2006年3月に1,000万円の資本金で設立された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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Credit Agricole S.A. フランス フランス 生保・損保

クレディ・アグリコル生命保険株式会
社

日本 東京都 生保・損保

日本法人(単独設立） 2006/04/03 4500 100

クレディ・アグリコル生命はクレディ・アグリコル・エス・エーの全額出資の生命保険会社として、2006年4月に設立。2007年6月に金
融庁より生命保険業の免許を取得し、同年11月より営業を開始。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

マイクロインフィニティ 韓国 韓国 ソフト・情報

株式会社ラブロス 日本 東京都 電機 未上場

日本法人（合弁設立） 2006/04/05

韓国のＩＴ（情報技術）ベンチャー、マイクロインフィニティ（ソウル）はＩＴ関連機器販売のラブロス（東京・千代田区、金山和男
社長）と組んで日本に進出する。年内にも合弁で日本法人を設立するほか、ラブロスがマイクロ社の商品販売で協力する。マイクロ社
はデジタルカメラの手ぶれ補正装置や家庭用ロボット掃除機の姿勢制御などに使われるジャイロセンサーの技術に強みを持つ。日本の
家電メーカーに装置・技術を売り込むほか、消費者向けにパソコン用の無線ペン型マウスなども売り出す方針。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Liquid Net Holdings 米国 米国 投資会社

リクイドネットジャパン 日本 東京都 その他金融

日本法人(単独設立） 2006/04/13 100

リクイドネットホールディングスは、2006年4月13日付けで日本法人、リクイドネット・ジャパンを設立した。同社は機関投資家向け
に取引所外で株式の大口取引を付け合せるのでは 大手。2007年3月12日にリクイドネット証券設立。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Bosch ドイツ ドイツ 輸送用機器

ボッシュ・エンジニアリング株式会社 日本 東京都 輸送用機器

日本法人（不明・その他） 2006/04/17

ボッシュエンジニアリング株式会社 は、2006年4月17日に設立されたボッシュ株式会社の完全子会社で、同社は世界の自動車およびエ
ンジンメーカーに向けた複雑な開発作業を行っている。同社は数十年に及ぶ豊富な経験に基づいて、ボッシュグループ自動車部門と緊
密に作業を進めていく。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

江蘇恒順集団鎮江恒欣肥業科技有限公
司、大亜貿商株式会社（日本）

中国 中国 食品卸

日本恒順株式会社 日本 大阪府 食品卸 未上場

日本法人（合弁設立） 2006/04/18 6 40

中国 大の香酷メーカー、江蘇恒順集団は、食品輸入の大亜貿商と合弁で日本恒順株式会社を2006年4月18日付で設立した。資本金は
1,500万円で出資比率は江蘇：大亜＝40%：60%である。主力製品である高級香酷を日本国内で販売する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

Prudential International 
Investments Corporation

米国 米国 投資会社

プルデンシャル･インベストメント･
マネジメント･ジャパン株式会社

日本 東京都 投資会社

日本法人(単独設立） 2006/04/19 10 100

プルデンシャル･インベストメント･マネジメント･ジャパン株式会社は、米Prudential International Investments Corporationの完
全子会社で 2006年4月19日に設立され、日本国内において年金・機関投資家向け及び個人投資家向け資産運用業務を行っている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

3PAR Inc. 米国 米国 ソフト・情報

3PARデータ株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2006/04/21 50 100

3PAR Inc.の100％出資日本法人の3PARデータ株式会社は、高度に仮想化されたユーティリティ・ベースのストレージというアプローチ
で、データ・センタと IT 部門に従来のモノリシック・アレイに代わる手段を提供する。同社は、2006年4月21付で、5,000万円の資本
金で設立された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Macquarie Bank 豪州 豪州 銀行

株式会社新生銀行 日本 東京都 銀行 東証1部

日本法人（合弁設立） 2006/04/25 5 50

2006年4月25日付の新生銀行側の発表によると、新生銀行と豪マッコーリー銀行は、投資アドバイザリー業務に特化した合弁会社 「新
生マッコーリーアドバイザリー」を6月に設立する。交通などインフラへの投資や管理運営について機関投資家などへ助言する。本店
は東京都千代田区の新生銀行本店内に置く。 資本金1000万円は折半。マッコーリー銀行グループは23カ国で金融、投資銀行業務を展
開し、総資産は約4.5兆円である。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Tedopres International B.V. オランダ オランダ ソフト・情報

テドプレス・ジャパン株式会社 日本 千葉県 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2006/04 70 100

テドプレスは 40 以上の言語の技術翻訳、テクニカル・イラストレーション、テクニカル・ドキュメンテーションの作成と管理をサ
ポートするソフトウェアの開発など、テクニカル・ドキュメンテーションに関するすべてのサービスを専門としている。日本法人のテ
ドプレス・ジャパンは2006年4月に7,000万円の資本金で設立された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Elmarco チェコ チェコ 機械

エルマルコジャパン株式会社 日本 兵庫県 機械

日本法人(単独設立） 2006/04 100

ナノファイバー製造機械等のメーカーであるチェコ企業エルマルコ社が、アジア・太平洋地域における製品販売及び研究開発の拠点と
して、日本法人Elmarco Japan株式会社を神戸市内に設立し、5月より事業を開始した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

nCode 英国 英国 ソフト・情報

株式会社エヌコード・インターナショ
ナル

日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2006/05/01 2 100

英国籍企業のnCodeは、データの取得、テストデータの解析、CAEによる予測およびエンジニアリングデータの管理のための幅広い製品
を提供している。また、材料試験、技術移転、および設計コンサルティングなど様々なエンジニアリングサービスを提供している。日
本法人の株式会社エヌコード・インターナショナルは2006年5月1日に設立された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Owens Corning 米国 米国 その他製造

オーウェンス コーニング製造株式会
社

日本 東京都 その他製造

日本法人(単独設立） 2006/05/01 10 100

オーウェンス コーニング製造株式会社は、その前身である「旭ファイバーグラス株式会社」の長繊維事業部門として1956年11月より
活動を開始。2006年5月、世界 大のガラス繊維複合材メーカーであるオーウェンス コーニングへの統合を機に「オーウェンス コー
ニング製造」として設立。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Red Bull オースト
リア

オースト
リア

食品卸

レッドブル・ジャパン株式会社 日本 東京都 食品卸

日本法人（不明・その他） 2006/05/02 10

オーストリアのスポーツ系サプリメント企業、レッドブルは、2005年に日本法人、レッドブル・ジャパン株式会社を設立した。資本金
は1,000万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Teva Pharmaceutical Industries 
Ltd (ADR)

イスラエ
ル

イスラエ
ル

医薬品

テバファーマスーティカル・インダス
トリーｽﾞ株式会社

日本 東京都 医薬品卸

日本法人（不明・その他） 2006/05/12

イスラエルを本拠地にする後発医薬品で世界 王手のテバ社は日本法人を設立し、2006年3月に日本で初めて販売承認申請を行った。
また、興和株式会社の2008年9月のプレスリリース資料等によると、同社とテバファーマスーティカル・インダストリーｽﾞ株式会社
は、日本におけるジェネリック医薬品ビジネスに本格参入するため、双方が50％を出資して新会社を設立することで合意したと発表。
2009年初旬に操業開始予定。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

CJP Holdings Inc 米国 米国 投資会社

シティバンク証券 日本 東京都 証券

日本法人(単独設立） 2006/05/30 400 100

シティバンク証券は、国内外における充実したネットワーク、 新の金融技術、そして、さまざまなサービスを支える強力な情報シス
テムを整えている。同社はCJP Holdings Inc.の出資により、2006年5月に資本金4億円で設立された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

Mcube Investment Technologies LLC 米国 米国 ソフト・情報

エムキューブジャパン 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2006/05/31 100

投資判断支援ソフト開発・提供のエムキューブ・インベストメント・テクノロジーズ（エムキューブ）は、完全子会社の日本法人を
2006年5月31日に設立した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

N.V,Bekaert　S.A ベルギー ベルギー 非鉄・金属製品

べカルトジャパン株式会社 日本 東京都 その他販売・卸

日本法人(単独設立） 2006/06/01 99 100

世界 大のスチールワイヤーの製造会社であるベルギーのN.V,Bekaert S.Aは、2006年6月1日に日本法人を設立した。現在、ベカルト
グループのワイヤー、スチールコード、アドバンスマテリアルの3部門にわかれてベカルトの金属加工や様々なコーティング技術が
ベースとなる広い範囲の製品の営業活動を行っている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Battelle Memorial Institute、三菱
商事株式会社

米国 米国 サービス

バテルジャパン株式会社 日本 東京都 サービス

日本法人（合弁設立） 2006/06/07 60 60

バテルジャパン株式会社は、Battelle Memorial Institute（バテル記念研究所、米オハイオ州コロンバス）が60％、三菱商事が40％
出資して、資本金6,000万円で設立された。世界 大級の独立系研究所であるバテルの研究開発サービスの提供、および知的資産の事
業化を業務目的とする。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

同方鼎欣信息技術有限会社 中国 中国 ソフト・情報

日本清華同方ソフトウェア株式会社 日本 神奈川県 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2006/06/12 30 100

日本清華同方ソフトウェア株式会社は、資本金3,000万円で6月12日に設立された、同方鼎欣信息技術有限会社の完全子会社の日本法
人。同社は、専門技術者で構成する開発チームを顧客現場へ派遣して、ソフトウェア開発サービスを提供する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Act Imagine フランス フランス ソフト・情報

アクトイマジン株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2006/06/14 100 100

フランスの動画圧縮技術会社Act Imagineは、2006年6月14日付で全額出資のアクトイマジン株式会社を設立した。アクトイマジンに
よって提供される動画圧縮技術は、任天堂の携帯型ビデオ ゲーム プラットフォーム (ゲームボーイアドバンス、ゲームボーイアドバ
ンス SP、およびニンテンドー DS) のバッテリー寿命および映像品質要件に対する、 適な回答だった。今日では、任天堂プラット
フォーム上で動作する多くのゲームで、Mobiclip フォーマットで再生されるビデオ シーケンスが使用されている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

ABLE C&C Inc. 韓国 韓国 化学

株式会社ミシャ ジャパン 日本 東京都 その他販売・卸

日本法人(単独設立） 2006/06/27 80 100

ABLE C&Cは、株式会社ミシャ ジャパンの大株主であり、親会社である。本国、韓国でもABLE C&CがMISSHAブランドを製造販売してお
り、2006年6月27日のABLE C&C日本法人を設立するに先駆けて、 MISSHA JAPAN INC.が同年1月20日に設立されている。MISSHAブランド
は化粧品で、ＡＢＬＥC&Cは同ブランドをはじめ、化粧品のオンラインや有店舗での販売、輸出入等を業務としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ZONER software*545* チェコ チェコ ソフト・情報

合同会社ZONER 日本 大阪府 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2006/06 100

チェコのフォトレタッチソフトウェア開発会社ZONER softwareは、合同会社ZONERを6月に設立した。同社はデジタル写真グラッフィク
分野ではチェコ 大手。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Giuliani Partners L.L.C. 米国 米国 サービス

株式会社ジュリアーニ・セキュリ
ティ・アンド･セーフティ・アジア

日本 東京都 サービス

日本法人（合弁設立） 2006/06 65

ジュリアーニ・セキュリティ＆セーフティ・アジアは米国のマネジメント・コンサルティング企業ジュリアーニ・パートナーズのアジ
ア拠点として2006年6月に設立された。ジュリアーニが65％、フォーバルが35％を出資。ジュリアーニ・パートナーズの物理セキュリ
ティ、緊急時への備え、火災・生命の安全、危機管理の分野における専門知識を日本で展開する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Belkin International Inc. 米国 米国 電機

ベルキン株式会社 日本 東京都 電機

日本法人(単独設立） 2006/07/01 10 100

米ベルキン社は、2006年7月1日に資本金1,000万円で日本法人を設立する。同社は、Ipod周辺機器など。ネットワーク関連製品の開発
と製造を行っている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Gordon Brothers Group 米国 米国 サービス

日本政策投資銀行系のファンドなど 日本 東京都 その他金融 未上場

日本法人（合弁設立） 2006/07/02 50

企業の商品在庫・設備を評価して売買する世界 王手の米ゴードン・ブラザーズ・グループは、日本政策投資銀行系のファンドなどと
合弁で、資本金5,000万円でゴードン・ブラザーズを設立した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

Blue Ridge Numerics, Inc 米国 米国 ソフト・情報

Cfdesignジャパン株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2006/07/07 40 100

米国のブルーリッジ・ニューメリックス社(Blue Ridge Numerics, Inc. 本社：バージニア州シャーロッツビル)は、7月7日付で日本法
人であるCfdesignジャパン株式会社(本社：東京都渋谷区)を設立し、日本市場における設計エンジニア向け熱流体解析ソフトウェア
「Cfdesign」の販売活動を強化することを発表した。資本金は4,000万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

上海宏力半導体製造（GSMC) 中国 中国 精密

ジ・エス・エム・シー・ジャパン株式
会社

日本 東京都 精密

日本法人(単独設立） 2006/07/12 10 100

中国の上海宏力半導体製造は、2006年6月に完全子会社であるジ・エス・エム・シー・ジャパン株式会社を資本金1,000万円で設立し
た。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Omnicom Group Inc. 米国 米国 サービス

ブルーカレント・ジャパン株式会社 日本 東京都 サービス

日本法人(単独設立） 2006/07/17 100

米国のオムニコムグループは、完全子会社であるブルーカレント・ジャパン株式会社を2006年6月に設立する。同社は「インフルエン
サー・マーケティング」を業務とする。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Vester Capital Partners Inc. 米国 米国 投資会社

ベスター・ジャパン・アドバイザーズ
株式会社

日本 東京都 その他金融

日本法人(単独設立） 2006/07/20 100

ベスター・ジャパン・アドバイザーズ株式会社は、グローバルに展開する世界有数のプライベート・エクイティ・ファンドのベス
ター・キャピタル・パートナーズ全額出資のアドバイザリー子会社。大和証券SMBCの常務執行役員であった佐治大祐氏が社長に就任。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Crystal Jade Culinary Concepts 
Holding PTE. LTD.

シンガ
ポール

シンガ
ポール

外食

株式会社CRISTAL JADE JAPAN 日本 東京都 外食

日本法人（合弁設立） 2006/07/26 26 35

株式会社ワイズテーブルコーポレーションとシンガポールのCrystal Jade Culinary Concepts Holdingは、日本でクリスタルジェイド
グループの中華レストランの展開を目的として、株式会社CRISTAL JADE JAPANを設立、資本金75百万円のうち65％をワイズテーブル
コーポレーションが出資する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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M.G.I.T. Israel イスラエ
ル

イスラエ
ル

その他販売・卸

M.G.I.T.ジャパンエキスポート株式
会社

日本 兵庫県 その他販売・卸

日本法人（不明・その他） 2006/07/28

電気製品・日用雑貨品・絵画の輸出入を行うM.G.I.T.ジャパンエキスポート株式会社が、イスラエルのM.G.I.T. Israelから出資を受
け、7月28日よりポートアイランド第2期の神戸インキュベーションオフィスにおいて事業を開始した。代表取締役はモシェ・ジノ、従
業員は4名。神戸市と兵庫県はともに外国・外資系企業オフィス賃料補助の支援を同社に対して行う。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Contactual, Inc. 米国 米国 ソフト・情報

ホワイトパジャマジャパン株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2006/07 61 100

ホワイトパジャマ・ジャパンは、2006年7月に設立された米Contactual, Inc.の日本法人で、資本金6100万円。 同社は、オンデマンド
型コンタクトセンターテクノロジーのライセンス提供並びにサポートを行っている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

NXP Semiconductors オランダ オランダ 電機

NXPセミコンダクター・ジャパン株式
会社

日本 東京都 電機

日本法人(単独設立） 2006/07 100 100

欧州を拠点とするNXPは、20カ国以上に約31,000人の従業員を抱え、2007年には63億ドル（Mobile & Personal事業を含む）の売上げを
達成している。NXPセミコンダクター・ジャパンは、新しい半導体、システム・ソリューション、そしてソフトウェアを開発すること
で、TV、セットトップ・ボックス、アイデンティフィケーション・アプリケーションなど、幅広い電子機器をより便利にしている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Korea Express Inc 韓国 韓国 運輸・倉庫

大韓通運ジャパン株式会社 日本 東京都 運輸・倉庫

日本法人(子会社設立） 2006/07 10 100

大韓通運ジャパンは2006年7月に、Korea Express Inc.の日本法人で完全子会社として設立された。資本金は1,000万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Scala Inc. 米国 米国 ソフト・情報

SKARA株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2006/08/02 3 100

SCALA社は8月2日に、米国に本社を置くScala, Inc.の完全子会社として設立された。Scala, Inc.は、過去20年間以上にわたりデジタ
ルサイネージに特化したソリューションを広く世界中に提供し続けてきた。そのScala, Inc.がこれまでに蓄積したノウハウを集結し
て制作したのが一連のScala®ソフトである。それを、日本国内でも販売することを目的としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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SBD ドイツ ドイツ ソフト・情報

SBDジャパン株式会社 日本 愛知県 ソフト・情報

日本法人(子会社設立） 2006/08 200

独の技術系コンサルティング会社SBDは、2006年8月、名古屋に子会社SBDジャパンを設立した。SBDジャパンは日本の既存取引先をサ
ポートするのみならず、アジア全域で新規のビジネスチャンスを開拓する上で、重要な役割を果すことになる。SBDジャパンは、戦略
的事業計画の立案、プロジェクト管理、独立機関としての試験の実施、ベンチマーキング活動、技術・市場調査報告書の出版などを中
心に活動している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Giuliani Partners L.L.C.、ジュリ
アーニセキュリティー＆セーフティ・
アジア

米国 米国 サービス

ジュリアーニ・コンプライアンス・
ジャパン株式会社

日本 東京都 ソフト・情報 東証1部

日本法人（合弁設立） 2006/09/01 83

米国のジュリアーニ・パートナーズとジュリアーニセキュリティー＆セーフティ・アジア株式会社は、ソフトブレーンと合弁会社を9
月1日付で設立した。社名はジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパンで、ソフトブレーンの出資比率は16.66%となっている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

カール・ツアイス（カール・ツアイス
日本法人）

ドイツ ドイツ 精密

カールツアイス・マイクロイメージン
グ株式会社

日本 東京都 その他販売・卸

日本法人(子会社設立） 2006/10/01 50 100

独の光学機器メーカのカールツアイスの日本法人カールツアイスは、新会社カールツアイス・マイクロイメージングを10月1日付で設
立し、光学顕微鏡等の顕微鏡部門を分社化する。資本金は5,000万円である。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

上海特微創軟件（上海微創軟件有限公
司）

中国 中国 ソフト・情報

ウィクレソフト・ジャパン株式会社 日本 大阪府 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2006/10/25 10

米マイクロソフトと上海市の合弁会社、上海特微創軟件は、ITコンサルティングを主業務とする日本法人ウィクレソフト・ジャパンを
設立した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Randstad Holding N.V. オランダ オランダ サービス

ランスタッド株式会社 日本 東京都 サービス

日本法人（不明・その他） 2006/10 478

ランスタッド社は、1960年に蘭で創業したランスタッド・ホールディングの完全子会社の日本法人で資本金は4億7,850万円である。同
社は、世界53ヶ国に5,400以上の拠点を持つ、世界第2位の総合人材サービス会社の日本法人である。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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Financial Security Assurance Inc. Financial Security Assurance 
Inc.

米国 米国 その他金融

ファイナンシャル・セキュリティ・ア
シュアランス・インク（東京支店）

日本 東京都 その他金融

日本法人（不明・その他） 2006/10 83610

ファイナンシャル・セキュリティ・アシュアランス・インクは、米国地方債及び世界のパブリック・ファイナンス市場において金融保
証を提供している。同社が日本法人を設立したのは2006年10月で、資本金は836億1,000万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Fox Interactive Media（FIM 
International)、ソフトバンク

米国 米国 ソフト・情報

マイスペース株式会社 日本 東京都 ソフト・情報 東証2部

日本法人（合弁設立） 2006/11/08 295 50

米ニューズ・コーポレーション・グループ傘下のエフ・アイ・エム・インターナショナルBV.とソフトバンクは、11月中に折半出資で
マイスペース株式会社を設立する。資本金は5億9,000万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Willis Group Holdings Ltd. 米国 米国 生保・損保 NYSE

ウィリス・ジャパン・ホールディング
ス株式会社

日本 東京都 生保・損保

日本法人(単独設立） 2006/11

保険ブローカーの世界的大手、ウイリス グループ ホールディングス リミテッドは、専門的保険業務、再保険、リスクマネジメン
ト、財務／人事リソース・コンサルティング、アクチュアリ業務などを開発し、全世界の企業、公共団体、機関に提供している。ウイ
リスは世界の約100カ国に300を超えるオフィスを展開して、16,000名に上る職員が世界190カ国のクライアントにサービスを提供して
いる。同社は2006年11月に日本法人を設立した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Advertising.com,Inc. Advertising.com,Inc. 米国 米国 サービス

三井物産株式会社 日本 東京都 その他販売・卸 東証1部

日本法人（合弁設立） 2006/12/01 350 50

米オンライン広告 王手のAdvertising.comは、三井物産と折半出資で新会社、2006年12月1日付けでアドバタイジングドットコム・
ジャパン株式会社を設立する。資本金は3億5,000万円。本格始動は2007年3月となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

SoftWare AG SoftWare AG ドイツ ドイツ ソフト・情報

ソフトウェア・エージー株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2006/12/08 10 100

独のSoftWareＡＧは、2006年2月に日本法人ソフトウェアエージー株式会社を設立する。同社は、オープンな標準技術に基づいたミッ
ション・クリティカル・ソフトウェア基盤ソリューションの世界的な企業で、サービス指向アーキテクチャー（SOA）の 先端にお
り、複数のIT環境下においても顧客がより強力なエンタープライズ・アプリケーションを構築できるように支援する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ベバストジャパン株式会社（独
Webasto100％出資日本法人）

ドイツ ドイツ 輸送用機器

ベバストGCSジャパン株式会社 日本 東京都 輸送用機器

日本法人(子会社設立） 2006/12/15

自動車のサンルーフ製造では世界一のシェアを持つ独ベバストの日本法人べパストジャパンは、2007年1月に新会社、べパストＧＣＳ
ジャパン株式会社を設立し、独立燃焼式車載用エアヒーター事業を分社化する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

DiaSys Diagnostic Systems GmbH ドイツ ドイツ 医薬品

ダイアシスジャパン株式会社 日本 兵庫県 医薬品卸

日本法人(子会社設立） 2006/12 10 100

ダイアシスジャパン株式会社はドイツに本拠地を置くDiaSys Diagnostic Systems GmbHの全額出資の日本現地法人子会社で、日本にお
けるOEM販売提携先の拡大と新しい診断薬の研究開発を主な目的とし、 2006年12月に神戸に設立された。ドイツDiaSys本社の80カ国以
上の輸出ルートを使って、日本の優れた製品を紹介、さらに日本企業との共同開発などのグローバルビジネスを提案している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

FON スペイン スペイン 通信・放送

フォン・ジャパン株式会社 日本 東京都 通信・放送

日本法人(単独設立） 2006/12 100

世界 大の公衆無線ＬＡＮサービス、フォン・ワイヤレスは、2006年12月にフォン・ジャパン株式会社を設立した。無線LANルータの
販売を行う。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Calsoft Systems 米国 米国 ソフト・情報

株式会社カルソフトジャパン 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(子会社設立） 2007/01/04 10 100

カルソフトジャパンは、2007年1月4日に設立された、米ロサンゼルスに本拠地を置くCalsoft Systemsの完全子会社。同社の主な業務
内容は、ERPの導入支援、IT・経理・給与計算の一括アウトソーシング請負、ITに関する各種サポート、J-SOX対応支援、生産管理シス
テムの導入支援、顧客管理システム等の構築である。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Dorken MKS-Systeme GmbH & Co. KG ドイツ ドイツ 化学

ドルケンジャパン株式会社 日本 愛知県 化学

日本法人(単独設立） 2007/01/09 50 100

Doerken Japan k.k.は、2007年1月9日に設立された、 独Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KGの完全子会社の日本法人。資本金は5,000
万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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Artur Fischer GmbH & Co. KG ドイツ ドイツ 機械

フィッシャージャパン株式会社 日本 東京都 機械

日本法人(単独設立） 2007/01/25 100 100

ドイツのファスニング技術のトップシェアであるドイツFischer社は、の日本法人、フィッシャージャパン株式会社を2007年1月25日付
で設立し、４月9日付で日本での営業活動を始動する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Tandberg ノル
ウェー

ノル
ウェー

ソフト・情報

日本タンバーグ株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2007/01 30 93

ビデオ会議を提供する日本タンバーグ株式会社は、オスロ証券取引所に上場しているTANDBERGの日本法人として2007年1月4日に設立さ
れた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

齋藤有限公司 香港 香港 その他製造

株式会社サイトウジャパン 日本 東京都 その他販売・卸

日本法人(単独設立） 2007/01 5 100

サイトウジャパンは、資本金500万円、香港の齋藤有限公司の完全子会社で、2007年1月に設立され、ぬいぐるみ、マンハッタナーズラ
イセンス商品、ペット関連商品ＯＥＭ及び自社ブランド商品の企画・生産・販売・輸入業を行っている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

G DATA Software AG ドイツ ドイツ ソフト・情報

G DATA Software株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2007/01 3 100

日本タンバーグ株式会社は2007年1月に設立されたドイツにの DATA Software AGの完全子会社。親会社はドイツでは有数の IT セキュ
リティー企業で、ウイルス対策ソフトを開発、提供している。2005 年から3 年間でドイツでの市場シェアを 2 % から25 % にまで増
加させた。今後日本国内でのシェアもドイツ同様にと考えている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

老牛皮（ラニュー） 台湾 台湾 その他製造

株式会社ラニュー・ジャパン 日本 東京都 その他販売・卸

日本法人(単独設立） 2007/01 3 100

ラニュージャパンは、台湾の老牛皮の完全子会社で2007年1月に設立された。会社名のラニューは商品名でもある。日本国内でも台湾
同様、靴製品などの販売を行う。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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J-Rep Fund 米国 米国 投資会社

ジェイ・レップ・ファンド・マネジメ
ント株式会社

日本 東京都 不動産・ホテル

日本法人(単独設立） 2007/01 175 100

ジェイ・レップ・ファンド・マネジメントは、米のジェイ・レップファンドの完全子会社の日本法人として2007年1月に設立され、ア
セットマネジメント事業とファンドマネジメント事業の２つの業務を行っている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Societa Italiana per lo Sviluppo 
dell'Elettronica（SISVEL S.p.Ａ）

イタリア イタリア サービス

シズベルジャパン株式会社 日本 東京都 サービス

日本法人(単独設立） 2007/02/09 30

シズベルジャパン株式会社は、イタリアに本拠を置くシズベルの日本法人として2007年2月9日に設立された。主な事業内容は、知財権
運用のプロフェッショナル法人として、特許を保有する企業から受託し、特許管理業務を行うことである。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Travelzoo Inc. 米国 米国 ソフト・情報

トラベルズー株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2007/02/14

トラベルズー株式会社は、米国NASDAQ上場企業の Travelzoo Inc. (NASDAQ: TZOO)の100％子会社で、2007年2月14日に設立された。世
界で1,400万人以上に購読されている旅行情報ポータルメディアTravelzooの運営を主な業務としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Cooper-Standard Automotive 米国 米国 輸送用機器

クーパースタンダードオートモーティ
ブジャパン株式会社

日本 愛知県 輸送用機器

日本法人(単独設立） 2007/02/23

米のミシガン州にある自動車部品メーカーのクーパー・スタンダード・オートモティブは、愛知県名古屋市中区に2月23日付で日本法
人、クーパースタンダードオートモーティブジャパン株式会社を設立して、3月に営業を開始する。同社は、日系自動車メーカー向け
の営業活動や技術サービスを行う拠点として、日系メーカーへの取引の拡大を狙う。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

INGERSOLL CUTTING TOOLS LTD（ドイ
ツ）、TAEGUTEC LTD（韓国）

ドイツ ドイツ 機械

インガソル・テグテック・ジャパン株
式会社

日本 大阪府 機械

日本法人（合弁設立） 2007/02 200 100

インガソル・テグテック ジャパン株式会社は、INGERSOLL CUTTING TOOLS LTD.（ドイツ）とTAEGUTEC LTD.(韓国）の出資により、
2007年に資本金2億円で設立された。 INGERSOLL社は、工作機械メーカーのツーリング部門として発足したトータルライン工具に強み
を持つ切削工具メーカー。 TAEGUTEC社は、フルライン切削工具メーカー。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

IAV GmbH ドイツ ドイツ 輸送用機器

IAV 株式会社 日本 東京都 輸送用機器

日本法人(単独設立） 2007/02 5 100

IAV 株式会社は、2007年2月に設立された、ドイツのIAV GmbHの100％出資日本法人である。同社は、エンジニアリング・サービスの会
社として自動車業界に 先端の技術を提供している。資本金は5百万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ixetic GmbH ドイツ ドイツ 輸送用機器

イグゼティック・ジャパン株式会社 日本 神奈川県 輸送用機器

日本法人(子会社設立） 2007/03 30 100

イグゼティック・ジャパンは、ドイツのixetic GmbHの完全子会社の日本法人で、2007年3月に設立され、資本金は3,000万円。同社
は、自動車用バキュームポンプ、パワーステアリングポンプ等の開発・製造・販売を業務内容としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

HaierGroup(海爾集団) 中国 中国 サービス

ハイアールソフトジャパン株式会社 日本 東京都 サービス

日本法人(単独設立） 2007/03 3 100

ハイアールソフトジャパンは、中国山東省のHaierGroup(海爾集団)の完全子会社で、2007年3月に設立された。主な業務は、人材派遣
事業、ソフトウェア受託開発、パッケジソフト開発および販売、ソフトウェア、ハートウェア製品の輸出販売及び技術サポート、市場
調査、情報通信システムの開発および関連業務という6つの分野に及びそれに付帯する業務の一切を行っている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Thought Equity Motion 米国 米国 ソフト・情報

ソートエクイティモーション日本支社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2007/03 100

ソートエクイティ・モーションは、広告代理店、エンターテインメント業界、映像制作会社などへ向けたオンライン映像コンテンツ、
ライセンシング（使用許諾）及び代行販売サービスの世界 大のサプライヤ。2003年に設立され、本社を米国コロラド州デンバー、デ
ジタル編集センターをワイオミング州のララミーに置き、セールス・オフィスは、ニューヨーク、シカゴ、ロサンジェルス、シド
ニー、そして東京にある。2007年3月に日本支社を開設。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Cybio AG 米国 米国 精密

Cybio Japan株式会社 日本 神奈川県 精密

日本法人(子会社設立） 2007/04/02 25

Cybio Japanは、Cybio AGの完全子会社として2007年4月2日に設立され、資本金は2,500万円。同社は、製薬企業および大学省庁向け精
密マルチ分注機製造販売を主な事業内容としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

Aldec, Inc. 米国 米国 ソフト・情報

アルデック・ジャパン株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2007/04/02 15

アルデック・ジャパン株式会社は、米国 Aldec , Inc. 100%出資の日本法人で、2007年4月2日付で設立された。Aldec, Inc. が提供す
る EDA(Electronics Design Automation)ソフトウェアを日本国内で販売し、サービス、サポート体制を確立するのが目的。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

SARTORIUS ドイツ ドイツ 精密

ザルトリウス・ステディム・ジャパン
株式会社

日本 東京都 精密

日本法人(単独設立） 2007/04/03 10 100

ザルトリウス・ステディム・ジャパンは、旧ザルトリウス株式会社バイオテクノロジー事業部の新設分割により2007年4月3日に設立さ
れた、ドイツのザルトリウス社の完全子会社の日本法人である。同社は、プロセス用、及びラボ用の各種ろ過フィルター、関連商品の
販売、シングルユースシステムの輸入、販売、超純水製造装置の販売、上記に関する技術サービス、バリデーションサービスの受託、
試験実施という4つの事業を行っている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

EqualLogic, Inc 米国 米国 ソフト・情報

イコールロジック株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2007/04/12

エンタープライズクラスのiSCSI対応SANソリューションの分野をリードするEqualLogic, Incは、2007年4月12日、同社の日本法人とな
るイコールロジック株式会社を設立したことを発表した。今後イコールロジックは、急速な需要拡大が見込まれる日本のiSCSI SAN市
場で、同社の「PSシリーズ」ストレージ・アレイ製品のさらなるシェア拡大を狙い、本格的な事業を展開する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Teradata Corporation 米国 米国 ソフト・情報

日本テラデータ株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2007/04/20 10 100

日本テラデータ株式会社は、アメリカのテラデータ・コーポレーションの完全子会社の日本法人。2007年4月20日設立、資本金1,000万
円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

デュラックスマイヤ・オートモーティ
ブ・インターナショナル

ドイツ ドイツ 輸送用機器

デュラックスマイヤ・オートモーティ
ブ・ジャパン株式会社

日本 愛知県 輸送用機器

日本法人（不明・その他） 2007/04/25

高級車の内装部品などを製造する独デュラックスマイヤ・オートモーティブ・インターナショナル社のフリッツ・デュラックスマイヤ
高経営責任者（CEO）が25日に名古屋市内で記者会見し、トヨタ自動車との取引拡大を目指して、愛知県豊田市に日本法人デュラッ

クスマイヤ・オートモーティブ・ジャパン株式会社を設立した、と発表した。同社初の日本進出となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

SABO Industria e Comercio de 
Autopecas LTDA

ブラジル ブラジル 輸送用機器

SABO JAPAN日本支社 日本 神奈川県 輸送用機器

日本法人(単独設立） 2007/04

ブラジル国内での自動車部品のオイルシール市場で７０%のシェアを持ち、自動車関連部品の生産と開発・販売をグローバルに展開し
ているブラジルSABO社が、日本での製品販売と業務の拡大及び、顧客サービスの向上等を目指して、2007年4月に横浜市内に日本支社
を開設した。この日本支社は、SABO社のグローバル企業戦略の重要な一環として位置付けられており、今後、県内企業との取引拡大や
県内自動車関連産業の技術革新の促進等における効果が期待される。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Onex Corporation カナダ カナダ 精密

ケアストリームヘルス株式会社 日本 東京都 精密

日本法人（不明・その他） 2007/05/01 300 100

ケアストリームヘルス（旧イーストマンコダック社のヘルスグループ）は、カナダのトロントに本社を置くOnex Corporationの独立子
会社で、 売上高25億4千万ドル、従業員数8100名以上を擁する。同社は、医療用および歯科用画像処理および情報技術ソリューショ
ン、分子イメージングシステム、または非破壊試験製品の分野で世界をリードする企業で、同社の製品とサービスは、世界の病院の
90%で利用されている。日本法人は2007年5月1日付けで3億円の資本金で設立された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ComScore, Inc. 米国 米国 ソフト・情報

コムスコア・ジャパン株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2007/06/25

米国のComScore, Inc.は、2007年6月25日付でコムスコア・ジャパン株式会社を設立した。コムスコアでは、国々・地域におけるオン
ライン消費者の動向に関する分析を提供している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Siemens Healthcare Diagnostics 
Inc

米国 米国 医薬品

シーメンスヘルスケア・ダイアグノス
ティクス株式会社

日本 東京都 医薬品

日本法人（不明・その他） 2007/06 25 99

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社は、Siemens Healthcare Diagnostics Inc（ 99%）とSiemens Diagnostics 
Holding II B.V.（1%）出資の日本法人である。同社はシーメンスグループの中でも試薬に特化している。設立は2007年6月で資本金は
2,500万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

CJP Holdings Inc 米国 米国 銀行

シティバンク銀行 日本 東京都 銀行

日本法人(子会社設立） 2007/07/01 40 100

シティバンク銀行は、2007年7月1日、4億円の資本金で、米シティバンクの完全子会社の日本法人として設立された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

GIGABYTE UNITED CO.,LTD. 台湾 台湾 ソフト・情報

日本ギガバイト株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2007/07/01

台湾GIGABYTE UNITEDは7日、同社日本支店となる日本ギガバイトユナイテッドを7月1日付けで開設したと発表した。GIGABYTE UNITED
は、GIGABYTE TECHNOLOGYが製造するGIGABYTEブランドのマザーボードおよびビデオカードを専門に取り扱う販社で、1月に設立され
た。これを受け日本でも、日本ギガ・バイトから分離する形で日本法人が設けられた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Limelight Networks Inc. 米国 米国 ソフト・情報

ライムライト・ネットワークス株式会
社

日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2007/07/02

2007年7月、米国デジタルコンテンツ配信のライムライト・ネットワークスが、日本法人ライムライト・ネットワークス・ジャパンを
設立したと発表した。日本法人設立について、ライムライト海外事業担当上級副社長のDavid Hatfield氏は、「日本では、映像や音
楽、ゲーム、メディア、電子商取引のインターネット配信について需要が高い。」ことをその要因にしている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

KUKA Roboter GmbH ドイツ ドイツ 機械

KUKAロボティクスジャパン株式会社 日本 東京都 機械

日本法人(子会社設立） 2007/07 40

11月15日、ドイツに本社がある産業用ロボット大手・KUKAロボター社(KUKA Roboter GmbH)は、2007年7月に設立した100％出資の日本
法人、KUKAロボティクスジャパンが日本国内での産業用ロボット・ビジネスの本格展開を始めるとして、東京都内のホテルで記者会見
を行なった。KUKAロボティクスジャパンは資本金4,000万円、従業員数5人。これから日本での営業を本格的に開始する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

HAWE Hydraulik SE ドイツ ドイツ 機械

HAWE大同ハイドロリック株式会社 日本 愛知県 機械

日本法人(子会社設立） 2007/08 1800 100

HAWE大同ハイドロリック株式会社は、独HAWE Hydraulik SEの完全子会社の日本法人として設立され、油圧機器の製造販売を業務とし
ている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

San Technology,Inc 米国 米国 精密

株式会社サンテクノロジー 日本 兵庫県 精密

日本法人(子会社設立） 2007/09/21 8

液晶パネル・液晶モジュール・PCB アッセンブリー等の製造・販売を行う米国サンディエゴのメーカーSan Technology,Inc.は、日本
法人として株式会社サンテクノロジーを神戸市内に設立し、10月26日より本格的に事業を開始。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

BitTorrent, Inc. 米国 米国 ソフト・情報

BitTorrent株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2007/09/25

米のBitTorrent社は、2007年9月25日に日本法人となるBitTorrent株式会社を設立した。日本国内でのBitTorrentの普及、BitTorrent
クライアントソフトウェアのOEM供給、BitTorrentソフトウェアのライセンス認定、BitTorrent DNAによるコンテンツ配信業務を主業
務としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

MediaTek Inc. 台湾 台湾 ソフト・情報

メディアテックジャパン株式会社 日本 神奈川県 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2007/10/01

ニューコアテクノロジーを買収した台湾の大手ファブレスLSIメーカーMediaTekは、2007年10月1日、日本法人「メディアテックジャパ
ン」を新設すると発表した。ニューコアの研究開発拠点だった秋葉原オフィスを引き継ぐほか、新横浜に営業所を設ける。デジタルカ
メラ用などの画像処理LSI開発に強みを持つニューコアテクノロジーを買収し、研究開発力を強化して、日本およびアメリカ市場への
販売を強化する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Zionex Inc（韓国）.、コムテック
（日本）

韓国 韓国 ソフト・情報

コムネクスト株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（合弁設立） 2007/10/10

コムネクストは、アメリカのZionex Inc.とコムテック株式会社（ジャスダック上場）の合弁会社として2007年10月に1,500万円で設立
された。同社は、製造業ITコンサルティング/APSソフトウェア導入・販売・開発を事業目的としている。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Sennheiser electronic GmbH & Co. 
KG

ドイツ ドイツ 電機

ゼンハイザージャパン株式会社 日本 東京都 電機

日本法人（不明・その他） 2007/11/01 200 46

ゼンハイザージャパンは2007年11月1日に設立された日本法人で、その主な業務をマイクロフォン、ヘッドフォン、会議用システムな
ど、マイク類に特化している。資本金は2億円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Wangji Technologies 
(Shanghai),Inc.

中国 中国 サービス

ワンジーテクノロジーズ株式会社 日本 静岡県 サービス

日本法人（不明・その他） 2007/11/20 50

ワンジーテクノロジーズ株式会社は、2007年11月20日に資本金5,000万円で設立された。SI事業、人材派遣事業、ウェブソリューショ
ン事業という3事業が主な業務内容である。同社は「中国のインターネットソリューション」と謳っているが、これは、网纪信息技术
（上海）有限公司を親会社としていることによる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

Metris 英国 英国 機械

メトリスジャパン株式会社 日本 愛知県 機械

日本法人(子会社設立） 2007/11/26

自動車・航空機産業向け3次元レーザー計測機器を手がけるベルギーのメトリス社は、2007年2月、日本法人メトリス・ジャパン（日本
法人は英国子会社の100％出資）を名古屋市に設立、11月26日に日本での本格稼動に向けて記者会見を行った。同社は欧州で主要な自
動車メーカーを数多く顧客に持つが、日本進出の目的は顧客ニーズの把握とそれに合わせた開発を行うために顧客の近くにいる必要が
あったから、という。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Alibaba Group Holding Limited 中国 中国 サービス

ソフトバンク株式会社 日本 東京都 ソフト・情報 東証2部

日本法人（合弁設立） 2007/11/30 52 50

アリババ株式会社（英文名：Alibaba.com Japan Co., Ltd.）は、2007年11月30日に設立された、中国のAlibaba Group Holding 
Limitedの日本法人である。企業間トレードサイトの開発および運営が事業内容。資本金は1億400万円で、ソフトバンクとアリババの
折半。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

BIOBASE GmbH ドイツ ドイツ ソフト・情報

日本バイオベース株式会社 日本 神奈川県 ソフト・情報

日本法人（不明・その他） 2007/11 90 100

バイオ関連データベース及びソフトウェアの製造・販売等を行うドイツのBIOBASE GmbHが、日本での顧客サービス強化とバイオ分野に
おける新市場の開拓を目指して、2007年11月に横浜市内に日本法人日本バイオベース株式会社を設立した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Fortis Bank ベルギー ベルギー 銀行

フォルティス銀行東京支店 日本 東京都 銀行

日本法人(子会社設立） 2007/12 60 100

フォルティス銀行東京支店は、ベルギーを中心に保険・銀行・資産運用を展開している総合金融グループのフォルティスグループの持
株会社であるフォルティスインベストメンツの日本法人である。同行は2007年12月に6,000万円の資本金で設立、2008年1月に営業開始
予定。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Dun & Bradstreet 米国 米国 ソフト・情報

ダンアンドブラッドストリートTSR株
式会社

日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（合弁設立） 2007/12 60 60

ダンアンドブラッドストリートTSR株式会社は、2007年12月に6,000万円の資本金で設立された。Dun & Bradstreet社が60％、東京商工
リサーチ（TSR）が40％を出資。事業内容は、国内外の企業情報の提供。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

Inter Clamp Holding スイス スイス 機械

オエティカジャパン株式会社 日本 神奈川県 その他販売・卸

日本法人（不明・その他） 2008/04/15 11 100

スイスのインタークランプホールディング社が、日本での顧客サービスの向上と業務拡大を目指して、2008年4月15日付で日本法人オ
エティカジャパン株式会社を横浜市に設立した。主な業務内容は(1)各種機械器具に使用する締金(クランプ)、リング、コネクター、
連結装置およびこれらの付属品の製造、販売、輸出入業務、(2)上記製品の設計に関するエンジニアリングサポート及びコンサルティ
ング業務、(3)前各号に付帯する一切の業務。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

SｉBEAM Inc. 米国 米国 ソフト・情報

サイビームジャパン株式会社 日本 神奈川県 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2008/05/21

米カリフォルニア州に本社を置くSiBEAMは、2008年5月21付で日本法人サイビームジャパン（本社：神奈川県横浜市）を設立した。
SiBEAMは今回の日本法人設立により、同社が先行するWireless HD.仕様に準拠した高品位コンテンツ伝送のための無線半導体ソリュー
ション分野で、日本市場への注力をさらに強化するとしている。また、同社は日本法人設立と同時にSiBEAMが、日本の販売代理店とし
てマイクロテックとイノテックの2社を選定したことも併せて発表した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

INSTAR ITS Ostrava チェコ チェコ 精密

インスター・イッツ・ジャパン株式会
社

日本 兵庫県 精密

日本法人（不明・その他） 2008/05

エネルギー管理および運用システム分野でソリューションを提供するチェコのINSTAR ITS Ostravaが2008年5月、兵庫県加古川市に日
本法人インスター・イッツ・ジャパン株式会社を設立し、本格的に営業を開始した。INSTARITS社は、欧州地域で同社の主力商品、IS 
ENERGISを販売しているが、現地法人を設立したのは日本が初めて。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Nexedi SA フランス フランス ソフト・情報

株式会社Nexedi 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(単独設立） 2008/06/02

フランスの、オープンソースERPを代表するプロジェクト「ERP5」のリーディングカンパニー、Nexedi SAの子会社として、6月2日、日
本法人・株式会社Nexediが設立された。オープンソースERPベンダが日本国内に法人を創設するのは、これが初めて。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Bruce Clay Inc. 米国 米国 ソフト・情報

ブルースクレイ・ジャパン株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人（合弁設立） 2008/06/12

米でSEO事業を展開する米Bruce Clayは日本のエヌジーエル株式会社と共同で、日本法人ブルースクレイ・ジャパン株式会社を設立し
た。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

The Codemasters Software Company 
Limited

英国 英国 ソフト・情報

コードマスターズ株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(子会社設立） 2008/07/01

英のゲーム制作会社Codemastersは、2008年7月1日付で、完全子会社である日本法人、コードマスターズ株式会社を設立した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

LogLogic Inc. 米国 米国 ソフト・情報

LogLogic Japan株式会社 日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(子会社設立） 2008/07/14

米の LogLogic, Inc.は、7月14日、日本法人のLogLogic Japanを設立した。同社はログ管理アプライアンスを開発、販売しており、日
本版SOX法の適用が始まった日本市場に商機があると判断した。 PCI DSS （Payment Card Industry Data Security Standard）対応へ
の日本企業の注目も集まりつつあり、ログ管理の需要が拡大することにも期待している。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Embacadero 米国 米国 ソフト・情報

エンバカデロ・テクノロジーズ合同会
社

日本 東京都 ソフト・情報

日本法人(子会社設立） 2008/07/15

米Embarcadero Technologiesは7月15日、都内のホテルで記者発表会を開き、100％子会社の日本法人として、エンバカデロ・テクノロ
ジーズ合同会社を設立したと発表した。Embarcaderoは、Borlandから分社化したアプリケーション開発ツール提供の「CodeGear」を6
月に買収しており、CodeGearの従業員がすべて新会社に移籍した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Richemont SA フランス フランス その他販売・卸

リシュモンジャパン株式会社 日本 東京都 その他販売・卸

日本法人(子会社設立） 2008/09/08 250 100

リシュモンジャパン株式会社 (Richemont Japan Limited)は、スイス/チューリッヒ株式市場に上場しているリシュモングループの
100％出資会社である。カルティエ、ピアジェ、ボーム＆メルシェ、ダンヒル等の高級ブランド時計を取り扱う。同社は2008年9月8日
に2億5,000万円の資本金で設立された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

SKELTON TOMKINSON Ltd. 豪州 豪州 運輸・倉庫

スケルトン・トムキンソン株式会社 日本 神奈川県 運輸・倉庫

日本法人（不明・その他） 2008/10/28

重量物の船舶輸送を主に手掛ける豪の企業、SKELTON TOMKINSON (スケルトン・トムキンソン)社が、日本市場におけるビジネスの拡大
や既存顧客へのサービス強化を目指して横浜市内に日本法人、スケルトン・トムキンソン株式会社を2008年10月28日に設立した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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グリーンフィールド投資動向

Marc Jacobs International 
Company L.L.C.

米国 米国 その他販売・卸

マーク・ジェイコブス・ジャパン株式
会社

日本 東京都 その他販売・卸

日本法人（合弁設立） 2008/11/11 50

2008年11月11日、マーク・ジェイコブス・インターナショナルと住友商事株式会社は、折半出資による合弁会社を設立する旨合意し
た。新会社「マーク・ジェイコブス・ジャパン株式会社」は今後数ヶ月以内に設立され、日本におけるマーク ジェイコブスラインの
ディストリビューターとして2009年7月1日から営業を開始する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Moncler Maison S.p.A. イタリア イタリア 繊維

モンクレールジャパン株式会社 日本 東京都 繊維

日本法人（合弁設立） 2008/12/18 360 51

ダウンジャケットで有名な伊モンクレールメゾンは、2009年4月1日に繊維専門商社の八木通商（大阪）と共に、日本法人モンクレール
ジャパンを設立する。資本金は3億6,000万円である。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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撤退・合併解消動向

AVC Technology 香港 香港 電機

AVCテクノロジージャパン株式会社 日本 東京都 電機

撤退（法人解消） 2006/5/26

香港AVC Technologyの日本法人である株式会社AVCテクノロジージャパン株式会社（資本金1億5000万円）は26日、国内のデジタルオー
ディオプレーヤー事業から撤退。AVCJの従業員が出資し、新たに設立するシグネオ・マーケティング株式会社に全ての事業を移管する
と発表した。SIGNEOブランド製品の開発・販売・マーケティング・ユーザーサポートなどは新会社が引き続き担当する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ビルコム・アーバンコントロールズ
（ブリッジポイント・ジャパン経営管
理下)

米国 米国 不動産・ホテル

スターツ・アメニティー株式会社 日本 東京都 不動産・ホテル

外資比率低下 2006/8/22 -5000

賃貸住宅「ピタットハウス」のスターツコーポレーションは、総合ビル管理事業のビルコムと、ビルコムの子会社2社を傘下におさ
め、ビル管理事業に参入すると発表した。グループ会社のスターツアメニティーが、ビルコムの事業再建に乗り出していた外資系投資
会社ブリッジポイント傘下のビルコム・アンダーコントロールズについて全株式を取得したことで実現した。買収費用は約50億円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Renault フランス フランス その他製造

ルノー・ジャポン株式会社 日本 東京都 その他製造

撤退（法人解消） 2006/02/11

2000年に日産と仏ルノーが提携して設立された日本法人、ルノー・ジャポンは、人員と業務を日産自動車の子会社、日産トレーディン
グに移管し、解散する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

International Paper Company Inc. 米国 米国 紙・パルプ

アイピーアイ株式会社 日本 東京都 紙・パルプ

外資比率低下 2006/05/23 -1512

石塚硝子は、2006年5月23日付で乳飲料紙容器大手のアイピーアイ株式会社の株式1,122,000株を取得し、合計2,200,000株で所有割合
100%となり、アイピーアイ株式会社を完全子会社化した。これば、米のInternational Paper Companyが、それまで保有していたアイ
ピーアイ社を売却したことによる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Cambridge Technology Partners
（Novell Inc）

米国 米国 ソフト・情報

ケンブリッジ・テクノロジー・パート
ナーズ株式会社

日本 東京都 ソフト・情報

外資比率低下 2006/06/27

システムコンサルティングのケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズは6月27日、日本ユニシスの完全子会社となることを発表し
た。ケンブリッジの親会社である米国のNovellがケンブリッジの発行済み株式100％を日本ユニシスに売却する。買収手続の完了とと
もに、日本ユニシスは、顧客企業の情報化戦略の策定などのコンサルティングから、システム構築、保守・運用まで、エンド・ツー・
エンドのITサービスの提供を強化する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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撤退・合併解消動向

Rohm and Haas Company 米国 米国 化学

日本ビー・ケミカル株式会社 日本 大阪府 化学

外資比率低下 2006/08/07 -180

日本ペイントは、2006年8月7日付で、プラスチック用塗料専門メーカーである日本ビー・ケミカル株式会社の全株式を取得し、同社を
完全子会社化することを決定した。日本ビー・ケミカルは1971年に日本ペイントとビー・ケミカル社（現ロームアンドハース社
（米））の折半出資で設立された企業で、資本金3億6000万円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Payless ShoeSource, Inc. 米国 米国 その他小売

ペイレスシューソースジャパン株式会
社

日本 東京都 その他小売

撤退（法人解消） 2006/10/14 -729

米靴小売業大手のペイレス・シューソースは、双日との合弁会社であったペイレス・シューソースジャパンを2006年8月に解散決議を
したうえで、11月に清算する。資本金は7億2,900万円だった。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

レインコム 韓国 韓国 電機

株式会社 iriver japan 日本 東京都 電機

外資比率低下 2006/10

2003年7月、アイリバー・ジャパンはデジタルオーディオプレーヤーメーカーの韓国レインコム社の現地法人として設立されたが、
2006年10月に資本構成の変更があり、現在は株式会社MCJの100％子会社として、パソコン周辺機器分野の戦略的展開を担う会社として
新規に設立された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Alcoa Inc. 米国 米国 非鉄・金属製品

神戸アルコア輸送機材株式会社 日本 兵庫県 輸送用機器

合弁解消 2006/12/18 -1043

米アルコアと神戸製鋼所の折半出資合弁会社で自動車用アルミ材製造・販売の神戸アルコア輸送機材株式会社（資本金20億8600万円）
は、神戸製鋼所がアルコアから株式を取得、完全子会社化したうえで清算し、神戸製鋼所が事業を継承する。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Bosch ドイツ ドイツ 輸送用機器

株式会社シーヴイテック 日本 愛知県 輸送用機器

合弁解消 2006/12 -501

2006年12月、シーヴイテック（愛知県、資本金15億円）は33.4％の株式を保有していたボッシュグループとの合弁を解消、替わりにト
ヨタ自動車株式会社が資本参加し、愛知県のアイシン・エィ・ダブリュ株式会社の子会社となった。シーヴィテックは2002年7月に
ボッシュグループとアイシン・エイ・ダブリュの合弁会社として設立された。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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撤退・合併解消動向

Tyco International Holding S.a 
r.l

ルクセン
ブルク

ルクセン
ブルク

投資会社

日本ドライケミカル株式会社 日本 東京都 その他販売・卸

外資比率低下 2007/02/27 -100

2月29日付けで、日本ドライケミカル株式会社（資本金1億円）の普通株式の全株式を、ルクセンブルクに本社を置く米国企業Tyco 
International Holding S.à r.lから、有限会社ディー・エス・エム・インベストメント通じて、大和証券エスエムビーシー・プリン
シパル・インベストメンツ株式会社が取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

中国五礦集団公司 中国 中国 その他販売・卸

中国石材株式会社 日本 東京都 その他販売・卸

外資比率低下 2007/03 -46

2007年3月、中国産輸入石材の専門輸入業者の中国石材は、資本金を折半出資していた中国五礦集団公司と朝陽貿易株式会社（三井物
産グループ）が資本撤退し、資本金を1億円から8百万円に減資した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Carlyle Group L.L.C. 米国 米国 投資会社

株式会社リズム 日本 東京都 機械

外資比率低下 2007/04/23 -12200

東証1部上場企業である機械部品製造のTHK株式会社は、4月23日付で、株式会社リズム（浜松市、資本金30億円）の株式等の100％を、
97％を所有していた米国の投資会社カーライル・グループから取得し、子会社化した。取得価格は約126億円。カーライル・グループ
は、2004年12月にリズム株式をマネジメント・バイアウト（MBO）方式により取得し同社を経営していた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Saville & Holdsworth 
International BV

英国 米国 サービス

日本エス・エイチ・エル株式会社 日本 東京都 サービス

外資比率低下 2007/05 -153

人事用適性テストを提供する日本エス・エイチ・エル株式会社（東京都、資本金581百万円）は、Saville & Holdsworth 
International BVが保有する株式9,000株(発行済株式総数に占める割合26.44％）を株式会社毎日コミュニケーションズに譲渡した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Bristol-Myers Squibb Company. 米国 米国 化学

ライオン株式会社 日本 東京都 化学

合弁解消 2007/06/29 -102

ライオン株式会社は、2007年6月29日付で、解熱鎮痛薬『バファリン（BUFFERIN）』ブランドなどの日本およびアジア・オセアニア地
域における商標権を、米国製薬大手メーカー ブリストル・マイヤーズ スクイブ社から取得すること、並びに同社の日本法人ブリスト
ル・マイヤーズ・ライオン株式会社（BML社、資本金2億円、ライオン49％出資）との合弁契約を解消、同社を2007年末までに清算する
ことを決議した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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ルーワ スイス スイス 機械

日本ピュアテック株式会社 日本 三重県 機械

外資比率低下 2007/07/10

2007年7月10日、日本ピュアテック株式会社は、ジャパンルーワ株式会社（資本金387百万円）のルーワ社（スイス）持株を譲渡され、
子会社とした。ジャパンルーワ株式会社は、産業用、一般空調システムの世界的ブランドであるルーワ社（スイス）や鋳造機械のトッ
プメーカー新東工業（名古屋市）などとの合弁会社として昭和42年に設立。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Blitz Investment Partners LLC 米国 米国 投資会社

サハダイヤモンド株式会社 日本 東京都 その他小売

外資比率低下 2007/09/30 -316

米投資会社ブリッツ・インベストメント・パートナーズは、JASDAQ上場の宝飾品卸販売会社サハダイヤモンド（資本金15億7300万円）
への出資比率を、議決権ベースで20.48％からゼロに減少した。異動日は2007年9月30日。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Solo Cup Company 米国 米国 その他製造

ソロカップジャパン株式会社 日本 静岡県 その他製造

外資比率低下 2007/10/27

フェニックス・キャピタル株式会社は、米国で食品用紙容器メーカーで、日本では飲料用伸縮ストローの7割のシェアを持つSolo Cup 
Companyより同社の日本法人であるソロカップジャパンの全株式を取得することを発表。また、買収手続き完了後、新社名にすること
も発表した。買収金額は未公開。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

QubicaAMF Worldwide S.a.r.ｌ. ルクセン
ブルク

ルクセン
ブルク

機械

キュービカエーエムエフ株式会社 日本 東京都 その他販売・卸

外資比率低下 2007/10/30

株式会社ダイフクは、このたびボウリング場向け製品の製造・販売事業における世界2大企業のひとつ、QubicaAMF Worldwide 
S.a.r.L.グループとの間で、同グループが製造するボウリング場向け設備及び関連製品の日本での独占的販売代理店契約を締結すると
ともに、日本の合弁会社キュービカエーエムエフ株式会社の発行済み株式の75%を取得し、商号を株式会社ダイフク キュービカエーエ
ムエフに変更した。結果、ダイフクキュービカエーエムエフはダイフク傘下に入ることとなる。買収価格は非公開。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

KFC Corporation 米国 米国 外食

日本ケンタッキー・フライドチキン 日本 東京都 外食

外資比率低下 2007/12/08 -14800

三菱商事株式会社は、米国ケンタッキー・フライドチキン（KFC Corporation）の保有する日本ケンタッキー・フライドチキンの株式
7,151,000株を公開買付にて買い付け、日本ケンタッキー・フライドチキン株式会社を2007年12月8日付で子会社化した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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Ciba Specialty Chemicals Inc. スイス スイス 化学

ケミプロファインケミカル株式会社 日本 兵庫県 化学

外資比率低下 2007/12/14 -31

ケミプロ化成株式会社はケミプロファインケミカル株式会社（資本金6千万円）を平成19年10月１日付にて発行株式の51%を取得し100%
子会社化を行い、また、平成19年12月14日付にて吸収合併吸収合併することを決議した。ケミプロファインケミカルは従来、スイスの
Ciba Specialty Chemicals Inc.が51%を出資する合弁会社。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Kemira Oyj. フィンラ
ンド

フィンラ
ンド

化学

宇部ケミラ株式会社 日本 東京都 化学

合弁解消 2007/12/21 -490

宇部興産はフィンランドのケミラ社との合弁会社 宇部ケミラ株式会社（資本金10億円）にて過酸化水素の製造販売を行っているが、
ケミラ社所有株式49％をいったん全株取得し、三菱商事に49％分を売却する。これにより宇部ケミラは宇部興産（51％）と三菱商事
（49％）との合弁会社として来年１月に社名変更手続きを行い、宇部MC過酸化水素株式会社となる。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Arnhold and S.Bleichroeder. 
Advisers, L.L.C.

米国 米国 投資会社

株式会社コーセー 日本 東京都 その他製造

外資比率低下 2008/01/10 -50

コーセー（東証1部）の一部保有株式について、米国の投資顧問会社アーノルドの出資比率が議決権で10.47％（627万4000株）から
9.45％（565万3000株）に減少。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ゴールドマン・サックス・インターナ
ショナル

Goldman Sachs International 米国 米国 投資会社

株式会社日本エスコン 日本 東京都 不動産・ホテル

外資比率低下 2008/01/18 -133

マンション分譲の日本エスコン（東京都、ジャスダック上場、資本金38億100万円）の一部保有株式について、ゴールドマンの出資比
率が議決権で13.2％（2万3863株）から9.7％（1万7565株）に減少。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

フィデリティ投信（米国フィデリティ
グループ傘下）

米国 米国 投資会社

株式会社バロー 日本 岐阜県 スーパー・コン
ビニ

外資比率低下 2008/01/22 -122

食品スーパーのバロー（岐阜県、東証1部、資本金119億1600万円）は、2007年12月13日にフィデリティの出資比率が議決権で10.24％
（530万7640株）から9.21％（477万3940株）に減少した、と発表した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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日興コーディアル証券（米国シティグ
ループ子会社）

米国 米国 証券

日興コーディアル証券株式会社 日本 東京都 証券

外資比率低下 2008/01/23 -68

金融関連システム開発会社のシンプレス・テクノロジー（東京都、東証1部、資本金3億6400万円）は、2008年1月23日に日興コーディ
アル証券の出資比率が議決権で18.56％（10万6251株）から0％（1株）に減少し、日本版ヘッジファンドの主宰者である三上芳宏氏が
取得した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

HMV Group plc 並びにHMV Music 
Limited（HMV　Group plcの100％子
会社）

英国 英国 その他小売

HMVジャパン株式会社 日本 東京都 その他小売

外資比率低下 2008/01/30 -20000

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社は、同社のSPCである有限会社ディー・エス・エムインベストメ
ンツカトルセを通じて、HMVジャパン株式会社及びHMV Retail Limitedの発行済株式の全部を取得する契約を締結した。取得額は推定
で200億円。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Tradewinds Global Investors, LLC 米国 米国 投資会社

プロミス株式会社 日本 東京都 その他金融

外資比率低下 2008/01/31 -1066

プロミス（東京都、東証1部、資本金807億3700万円）は、2008年1月22日に米国の投資顧問会社トレードウィンズ・グローバル・イン
ベスターズの出資比率が10.79％（1368万2182株）から9.47％（1200万3687株）に減少した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Amgen 米国 米国 医薬品

アムジェン株式会社 日本 東京都 医薬品

外資比率低下 2008/02/04 -475

武田薬品工業株式会社とAmgen Inc.（本社：米国カリフォルニア州サウザンドオークス）は、重篤な病気と闘う日本の患者にアムジェ
ン社で創られている革新的な医薬品を提供するため、アムジェン社が保有している癌、炎症、疼痛などの疾患領域における臨床開発品
目に関するライセンス契約を締結した。また、これに伴いアムジェン社の100％子会社である日本法人アムジェン株式会社の株式譲渡
契約を締結した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

Dalton Investments L.L.C. 米国 米国 投資会社

日本精化株式会社 日本 大阪府 化学

外資比率低下 2008/02/06 -329

日本精化（大阪市、東証1部、資本金59億3300万円）は、2008年1月13日に同社が自社株買いを行ったことにより、ダルトン・インベス
トメンツの保有株式が議決権で13.01％から7.47％に減少した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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フォード クレジット インターナ
ショナル インク

Ford Credit International Inc. 米国 米国 投資会社

プライマス・フィナンシャルサービ
ス・インク株式会社

日本 大阪府 その他金融

外資比率低下 2008/03/13 -2496

株式会社三井住友銀行、マツダ株式会社、株式会社セントラルファイナンス及びフォード モーター クレジット カンパニー エルエル
シー（FMCC）は、日本国内でマツダとフォードグループの系列販売会社向けに自動車販売金融事業を展開するプライマス・ファイナン
シャル・サービス株式会社（プライマス」）を4社の合弁会社とする戦略的提携に合意した。プライマスは、現在FMCCの完全子会社で
あるフォード クレジット インターナショナル インク（ＦＣＩ）の100%子会社だが、本戦略提携により、三井住友銀行が41％、マツ
ダが40％

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

セグラグループコーポレーション パナマ パナマ 運輸・倉庫

株式会社名村造船所 日本 大阪府 運輸・倉庫

外資比率低下 2008/03/13 -1314

名村造船所（大阪市、大証1部、資本金80億8300万円）は、2008年3月12日付で、株主のセグラグループコーポレーション（パナマ）の
株式所有割合が19.41％（第1位）から3.15％（第8位）に減少した、と発表した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

シルチェスター・インターナショナ
ル・インベスターズ・リミテッド

Silchester International 
Investors Ltd.

英国 英国 投資会社

リンナイ株式会社 日本 愛知県 機械 上場

外資比率低下 2008/03/20 -65

厨房機器・ガス器具生産のリンナイ（愛知県名古屋市、東証1部、資本金64億5900万円）は、英国の投資会社シルチェスター・イン
ターナショナル・インベスターズの出資比率が議決権で10.53％から9.52％に減少した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

ラバブル 米国 米国 繊維

ピーチャーム株式会社 日本 東京都 繊維

撤退（法人解消） 2008/03/26 -64

婦人用肌着・衣料品の生産・販売を行う東京スタイルグループのピーチャーム（東京）は、グループ経営の効率化のため、2008年3月
に解散決議を行った。同社は資本金96百万円、東京スタイル66.7％、米国のラバブルが33.3％出資の合弁会社。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）

GRADCO HOLDINGS LLC. 米国 米国 機械

グラドコ株式会社 日本 東京都 機械

外資比率低下 2008/03 -100

プリント機器の開発・製造を行うグラドコ株式会社（東京都、資本金1億円）は、2007年3月、それまでグラドコ株式会社の親会社で
あったGRADCO HOLDINGS LLC.が解散したため、事実上国内企業として独立した。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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 BALLY INTERNATIONAL S.A. スイス スイス その他販売・卸

株式会社バリージャパン 日本 東京都 その他販売・卸

合弁解消 2008/06/13 -40

2008年6月13日付で、伊藤忠商事は高級ブランドのバリー・ジャパンの株式を、バリー本社にあたるスイスのバリー・インターナショ
ナルに売却する。バリー・ジャパンの年間売上高は約47億円、近年売上が伸びやんでいた。国内に95箇所の百貨店に紳士靴、革製品の
販売を扱っていた。

当事者
Ａ

当事者
Ｂ

投資形態 日付 金額（百万円） 出資比率（％）
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