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平成 26年２月 15日 

各 位 

会 社 名 株式会社ハイレックスコーポレーション 

代表者名 取締役社長  寺 浦   實     

（コード番号 7279 東証第 2部）   

        問合せ先 専務取締役  中 野 充 宏     

           （TEL 0797-85-2500） 

 

当社子会社による株式会社リーハンドアの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

当社の連結子会社（持株比率 61.1％）である大同ハイレックス株式会社（以下「ＤＤＨＬ」

といいます。）の平成 26年２月 15日開催の取締役会において、ＤＤＨＬが株式会社リーハン

ドア（以下「ＬＨＤ」といいます。）の株式を取得し子会社化することを決議しました。それ

により当社は、同社を連結子会社化することといたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

 

記 

 

1. 株式の取得の理由 

  ＤＤＨＬは、当社の主力事業の一つであるウインドレギュレータ等を製造及び販売して

います。他方、ＬＨＤは、ドア・ラッチの製造及び販売をしている会社です。 

  ＤＤＨＬは、平成 25年８月頃、ＬＨＤの親会社である株式会社リーハン（以下「ＬＨ」

といいます。）よりＬＨＤの株式取得の要請を受け、デューディリジェンスを実施すること

等により、同社の今後の成長可能性等について検討してきました。その結果、ＤＤＨＬは、

ドア・ラッチの製造及び販売分野において高度な技術・ノウハウを有するＬＨＤと連携を

図ることにより自動車市場のシェア拡大が見込めると判断したことから、当該要請を受け

ることとしました。 

これにより、ＤＤＨＬはＬＨＤの発行済株式の 100.0％を取得し同社を子会社化するこ

ととなり、当社は同社を連結子会社化することとなります。 

 

2. 株式を取得する子会社（ＤＤＨＬ）の概要 

(1) 名称 大同ハイレックス株式会社 

(2) 所在地 大韓民国仁川広域市 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 宋 學性（ソン ハクソン） 

(4) 事業内容 ウインドレギュレータの製造及び販売 

(5) 資本金 18,010 百万ウォン（1,718 百万円相当額） 

(6) 設立年月日 平成 15年７月９日 

(7) 大株主及び持株比率  

氏名又は名称 持株比率(％) 

株式会社ハイレックスコーポレーション 61.1 

株式会社大同システム 33.2 
 

（注１）資本金の額は、0.0954 円/ウォンで円換算しております。 
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3. 異動する孫会社（ＬＨＤ）の概要（予定） 

(1) 名称 株式会社リーハンドア 

(2) 所在地 大韓民国京畿道華城市 

(3) 代表者の役職・氏名 代表理事社長 安 紋基（アン ムンギ） 

(4) 事業内容 ドア・ラッチの製造及び販売 

(5) 資本金 10,329 百万ウォン（985 百万円相当額） 

(6) 設立年月日 平成３年９月１日 

(7) 大株主及び持株比率  

氏名又は名称 持株比率(％) 

株式会社リーハン 96.1 

朴 志勳（パク ジフン） 2.6 

趙 誠震（チョ ソンジン） 0.8 

朴 根七（パク グンチル） 0.5 

合計 100.0 
 

(8) 上場会社と当該会社 

の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への

該当状況 

該当事項はありません。 

(9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

 （参考：ＬＨＤの最近３年間の経営成績及び財政状態） （単位：百万円未満切捨て） 

 平成 22年 12月期 平成 23年 12月期 平成 24年 12月期 

売上高 8,331 9,911 11,466 

営業損益 △24 △70 △302 

経常損益 △64 △220 △355 

当期純損益 △64 △220 △355 

総資産 6,639 8,100 8,225 

純資産 △300 394 △22 

1 株当たり 

当期純損益（円） 
△65.99 △167.58 △172.06 

1 株当たり 

配当金（円） 
― ― ― 

 

（注２）資本金の額並びに経営成績等の数値は、0.0954 円/ウォンで円換算しております。 
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4. 株式を取得する相手先（ＬＨ及びその他の株主）の概要 

(1) 名称 株式会社リーハン 

(2) 所在地 大韓民国京畿道水原市 

(3) 代表者の役職・氏名 代表理事会長 朴 仁哲（パク インチョル） 

(4) 事業内容 ラッチの製造及び販売 

(5) 資本金 5,509 百万ウォン（525 百万円相当額） 

(6) 設立年月日 平成２年１月 15日 

(7) 純資産 23,159 百万ウォン（2,209 百万円相当額） 

(8) 総資産 94,999 百万ウォン（9,062 百万円相当額） 

(9) 大株主及び持株比率  

氏名又は名称 持株比率(％) 

朴 志勳（パク ジフン） 35.9 

朴 仁哲（パク インチョル） 27.0 

ドミノス新成長事務投資専門会社 12.3 

洪 民哲（ホン ミンチョル） 10.9 

朴 智盛（パク ジソン） 8.7 
 

(10) 上場会社と当該会社 

の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への

該当状況 

該当事項はありません。 

（注３）資本金、純資産並びに総資産の額は、0.0954 円/ウォンで円換算しております。 

 

(1) 氏名 朴 志勳（パク ジフン） 

(2) 住所 大韓民国京畿道水原市 

(3) 上場会社と当該個人

の関係 

該当事項はありません。 

 

(1) 氏名 趙 誠震（チョ ソンジン） 

(2) 住所 大韓民国ソウル特別市 

(3) 上場会社と当該個人

の関係 

該当事項はありません。 

 

(1) 氏名 朴 根七（パク グンチル） 

(2) 住所 大韓民国ソウル特別市 

(3) 上場会社と当該個人

の関係 

該当事項はありません。 
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5. 取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 0株 

（議決権の数：0個） 

（所有割合：0％） 

(2) 取得株式数 2,065,811 株 

（議決権の数：2,065,811 個） 

（発行済株式数に対する割合：100.0％） 

(3) 取得価格 総額：123 億ウォン（日本円相当額 1,173 百万円） 

（内訳） 

株式売買代金 113 億ウォン（同 1,078 百万円） 

子会社取得に要する

手数料、報酬その他費

用の概算額の合計 

10 億ウォン（同 95百万円） 

 

(4) 異動後の所有株式数 2,065,811 株 

（議決権の数：2,065,811 個） 

（所有割合：100.0％） 

(5) 取得価格の算定根拠 取得価格は、外部専門家によるデューディリジェンスの結果

を踏まえ、平成 25年 7月 31 日現在のプラスの純資産価値と

年買法を用いて算定し（105 億ウォンから 127 億ウォンの範

囲：日本円相当額 1,017 百万円から 1,211 百万円の範囲）、

ＬＨ及びその他の株主との合意のうえ、決定しております。 

（注４）取得価格は、0.0954 円/ウォンで円換算しております。 

 

6. 子会社（ＤＤＨＬ）における日程 

(1) 取締役会決議（株式引受契約締結） 平成 26年２月 15日 

(2) 株式引受契約締結 平成 26年２月 15日 

(3) 株式譲渡実行日 平成 26年３月 13日（予定） 

 

7. 今後の見通し 

  本件が、今後の連結業績に与える影響につきましては、軽微と見込んでおりますが現在

精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

（ご参考）当期連結業績予想（平成 25年 12月 13日公表分）及び前期連結実績 

 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

 

当期業績予想 

（平成 26年 10月期） 

百万円 

176,800 

百万円 

15,520 

百万円 

16,650 

百万円 

10,270 

前期実績 

（平成 25年 10月期） 
164,956 13,877 17,089 10,623 

 

以 上 


