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平成 30年 5月 25日 

各 位 

会 社 名 住友重機械工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 別川 俊介 

（コード番号  6302  東証第一部） 

問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 

  渡辺 美知子 

    （TEL．03-6737-2333） 

 

イタリア産業用モータメーカ Lafert（ラファート）グループ 

の株式等の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、産業用モータを製造・販売するイタリアの Lafert S.p.A. 

（以下、Lafert）およびその持株会社の株式等を取得し、子会社化することを決議しましたので、お

知らせいたします。 

 

記 

 

１． 株式取得の理由 

1962 年にイタリアのサン・ドナ市で設立された Lafert は、高効率磁石モータ、誘導モータ、サー

ボモータ・ドライバなど豊富な製品をラインアップする産業用モータメーカです。オートメーション

ならびに省エネ分野に注力し、産業機械、搬送機械、ファン・ポンプなどの用途で、個々の顧客に合

わせた製品・ソリューションを提供しています。また、高い製品開発力と顧客要求に対応する柔軟な

カスタマイズ力を背景に、特に欧州で高いプレゼンスを有し、広範な業界で強固な顧客基盤を築いて

います。 

当社は、Lafert の株式取得により、電機・制御分野における事業領域の拡大・強化が可能となり

ます。当社のギヤ製品と Lafert の各種モータおよびドライバ製品を組み合わせることで、それぞれ

の製品ポートフォリオの拡大と、より広範な顧客層に対する包括的なソリューションの提供が期待さ

れます。さらに、電機・制御分野でより一層の事業拡大を図るために、Lafert の研究開発から生み

出された高効率磁石モータ、サーボモータ・ドライバなどのコア技術を当社の製品にも活用していき

ます。 

 

２．異動する子会社の概要 

【Lafert S.p.A.】 

(1) 名称 Lafert S.p.A. 

(2) 所在地 J.F. Kennedy, 43 30027 San Donà di Piave - Venezia, Italy 

(3) 代表者の役職・氏名 Chairman:Luca Trevisiol（ﾙｶ･ﾄﾚｳﾞｨｼﾞｵｰﾙ） 

(4) 事業内容 モータ及びモーションコントロール機器の製造・販売 

(5) 資本金 3,483,872 ユーロ 

(6) 設立年月日 1962 年 10 月 25 日 
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(7) 大株主及び持株比率 9FIN S.r.l. 25%、3FIN S.r.l. 25% 

(8) 
上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 当該関係はありません 

人的関係 当該関係はありません 

取引関係 当該関係はありません 

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 27年 12 月期 平成 28年 12 月期 平成 29年 12 月期 

 純資産 2,672 百万円 3,280 百万円 3,949 百万円 

 総資産 14,004 百万円 14,735 百万円 15,794 百万円 

 売上高 18,177 百万円 18,066 百万円 19,670 百万円 

 営業利益 1,409 百万円 1,408 百万円 1,305 百万円 

 当期純利益 882 百万円 875 百万円 889 百万円 

 

【9FIN S.r.l.】 

(1) 名称 9FIN S.r.l. 

(2) 所在地 San Donà di Piave (VE) - via Cesare Battisti, n. 45 

(3) 代表者の役職・氏名 Director: Andrea Novello（ｱﾝﾄﾞﾚｱ･ﾉｳﾞｪｯﾛ） 

(4) 事業内容 株式保有会社 

(5) 資本金 100,000 ユーロ 

(6) 設立年月日 2006 年 3月 1日 

(7) 総資産 2,309,000 ユーロ 

(8) 純資産 2,277,000 ユーロ 

(9) 大株主及び持株比率 守秘義務契約により非開示 

(10) 
上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 当該関係はありません 

人的関係 当該関係はありません 

取引関係 当該関係はありません 

 

【3FIN S.r.l.】 

(1) 名称 3FIN S.r.l. 

(2) 所在地 San Donà di Piave (VE) - via Tintoretto, n. l 

(3) 
代表者の役職・氏名 

Director：Fabrizio Trevisiol（ﾌｧﾌﾞﾘﾂｨｵ･ﾄﾚｳﾞｨｼﾞｵｰﾙ） 

Director：Luca Trevisiol（ﾙｶ･ﾄﾚｳﾞｨｼﾞｵｰﾙ） 

(4) 事業内容 株式保有会社 

(5) 資本金 100,000 ユーロ 

(6) 設立年月日 2006 年 3月 1日 

(7) 総資産 3,651,000 ユーロ  

(8) 純資産 3,651,000 ユーロ  

(9) 大株主及び持株比率 守秘義務契約により非開示 
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(10) 
上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 当該関係はありません 

人的関係 当該関係はありません 

取引関係 当該関係はありません 

 

３． 株式取得の相手先の概要 

守秘義務契約により、相手先の情報は非開示とさせていただきます。なお、当社と株式取得の相

手先との間に資本関係、人的関係、また取引関係はありません。 

 

４． 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

【Lafert S.p.A.】     

(1) 取引前の保有株式数 

0株 

（議決権の数：0個） 

（議決権所有割合：0.0%） 

(2) 取得株式 
870,968 株 

（議決権の数：1,161,291 個） 

(3) 取得価格 7,297 百万円※1 

(4) 取得後の株式数 

870,968 株 

（議決権の数：1,161,291 個） 

（議決権所有割合：100.0%） 

 

【9FIN S.r.l.】 

(1) 取引前の保有株式数 
0.0%※2 

（議決権所有割合：0.0%） 

(2) 取得株式 100.0%※2 

(3) 取得価格 7,297 百万円※1 

(4) 取得後の株式数 
100.0%※2 

（議決権所有割合：100.0%） 

 

【3FIN S.r.l.】 

(1) 取引前の保有株式数 
0.0%※2 

（議決権所有割合：0.0%） 

(2) 取得株式 100.0%※2 

(3) 取得価格 7,383 百万円※1 

(4) 取得後の株式数 
100.0%※2 

（議決権所有割合：100.0%） 

※1 取得価格総額は、166.65 百万ユーロ（21,978 百万円）となります。なお、2019 年度もしくは 2020

年度の Lafert の業績に応じ、追加で最大 6百万ユーロ（791 百万円）の対価支払いの可能性があ

ります。 

※2 イタリアの会社法上、有限会社にあたるため、持分割合により記載しております。 
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５． 日程 

(1)  取締役会決議日 平成 30年 5月 25日 

(2)  株式取得契約締結日 平成 30年 5月 25日 

(3)  株式譲渡実行日 平成 30年 6月下旬（予定） 

 

６． 今後の見通し 

本件が当社の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、今後、重大な影響を与えるこ

とが判明した場合には、速やかにお知らせいたします。 

以 上 


