
 

2021 年 10 月 7 日 

各  位 

会社名 岡部株式会社 

代表者名 代表取締役 社長執行役員 河瀬博英 

（コード番号 5959 東証第１部） 

問合せ先 取締役 常務執行役員 管理部門管掌 

細道 靖 

 （TEL. 03-3624-5119） 

 

当社連結子会社における事業譲受に関するお知らせ 

 

当社は、本日、Vimco Inc.（米国ペンシルベニア州所在、以下、「VIMCO 社」）の建材製品の主

に製造事業（以下、「本対象事業」)を当社グループが譲り受けること（以下、「本事業買収」）に関す

る事業譲渡契約等を実行（クロージング）することとなりましたので、下記のとおり、お知らせいたし

ます。 

また、2021 年 10 月 6 日付にて適時開示した「米国における子会社(当社孫会社)設立のお知ら

せ」のとおり、当社100%出資の連結子会社であるOCM, Inc（米国イリノイ州所在、以下、「OCM 社」）

のもとに、本事業買収の実行に際し受け皿となる同社 100%出資の製造事業会社及び不動産管理

会社（両社とも当社孫会社）を設立しております。 

 

記 

 

1． 本事業買収の理由 

VIMCO 社は、米国ペンシルベニア州において、コンクリート型枠製品などの建材製品の製造・

販売事業を展開する企業です。 

当社グループは、米国イリノイ州・シカゴに所在する OCM 社におきまして、建材商品の販売事

業を展開しており、主に、当社が日本国内で取り扱う商品及び現地工法に適合した商品を米国内

外から仕入れ、米国全土において販売しております。OCM 社は 2010 年に現地において独自の流

通網を築いたことをきっかけに 10 年連続増収、2020 年度の売上高は 67 億円に達し、今期につい

ても計画を上回るペースで進捗しております。なお、VIMCO 社は、OCM 社の仕入先の一社であり、

長年、良好な取引関係を維持してまいりました。 

米国の建設市場は、2011 年以降、順調に成長し続けており、今後も、インフラ投資を中心にさら

なる成長が見込まれております。このような市場想定の下、当社は、中期経営計画「NEXT100-

PHASE2.1」に記載のとおり、OCM 社による仕入れ販売事業に生産機能を付加し、日本国内同様、

メーカーとして事業展開を行うことを計画しておりました。本事業買収は、この計画の具体的な実行

となります。これにより、同地における需要によりきめ細かく応えることが可能となり、また、昨今にお

けるサプライチェーンの分断リスクも低減することが可能となると考えております。なお、本事業買収

により、米国における建材製商品の年間売上高は、2022 年 12 月期において 128 億円となることが

 



見込まれます（2021 年 12 月期見込みは 91 億円）。さらに、本事業買収を足掛かりとして、同国に

おける戦略的投資を継続し、中長期的には、米国 No.1 のコンクリートアクセサリー・メーカーとなる

ことを目標として、米国における建材製商品の年間売上高を 300 億円まで引き上げてまいりたいと

考えております。 

 

2． 売上高 3 ヵ年計画 

（百万円） 

 2020 年度実績 2021 年度予想 2022 年度計画 2023 年度計画 2024 年度計画 

OCM 社 6,755 9,100 9,650 10,140 10,640 

本対象事業   4,100 4,310 4,520 

建材製商品 

（米国）合計※2 

6,755 9,100 12,870  13,530 14,210 

※1 想定為替レートは 1 ドル＝111 円 

※2 相互間の内部取引を除いた連結計上額の予想数値 

 

3． 譲渡会社の概要 

(1) 商号 Vimco Inc. 

(2) 本社所在地 300 Hansen Access Road, 

King of Prussia, PA 19406 U.S.A 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長兼オーナー Victor J. Maggitti, Jr. 

(4) 事業内容 ① 建材製品の製造・販売事業（本対象事業） 

主に以下のコンクリート製品の製造・販売 

・バーサポート 

・ワイヤーメッシュ 

・ダルバスケット 

営業対象地域：全米 

② 建材商品の販売事業（本対象事業ではありません） 

営業対象地域：米国北西部 

(5) 大株主及び持株比率 Victor J. Maggitti, Jr.（持ち株比率 100％） 

(6) 純資産及び総資産 相手先の意向により非開示とさせていただきます。 

(7) 上場会社と当該会社との

間の関係 

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 当社子会社の OCM 社の仕入先です。 

 

  



4． 本事業買収の概要 

(1) 本対象事業の内容 本事業買収の相手先である VIMCO 社が展開する建材製品事

業のうち、主に製造に関する事業全般 

(2) 本対象事業の経営成績 相手先の意向により非開示とさせていただきます。 

(3) 本事業買収の対象資産・

負債の項目及び金額 

棚卸資産、売掛金、機械設備一式    約 21 百万米ドル 

（対象資産の金額は、本事業買収の実行日以降、所定の期間

内に確定する予定であります。） 

負債については一切継承いたしません。 

(4) 買収価額及び決済方法 買収価額及び決済方法については、当事者間の合意により非

開示とさせていただきます。 

※本対象事業を営むうえで必要となる不動産については、事業譲渡契約に付随して、別途、不動産売買

契約を締結し、OCM 社 100%出資の新設子会社（「6.不動産管理会社」）のもとで管理する予定であります。 

 

5． 製造事業会社(当社孫会社)の設立 

(1) 商号 OCM Manufacturing LLC 

(2) 本社所在地 米国ペンシルベニア州 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 Andy Cramer 

（OCM 社 代表取締役社長） 

(4) 事業内容 建材製品の製造事業 

主に以下のコンクリート製品の製造 

・バーサポート 

・ワイヤーメッシュ 

・ダルバスケット 

(5) 資本金 41 百万米ドル 

(6) 設立日（事業開始日） 2021 年 9 月 14 日（2021 年 10 月 6 日） 

(7) 大株主及び持株比率 OCM 社 (100%) 

 

6． 不動産管理会社(当社孫会社)の設立 

(1) 商号 Okabe Real Estate Holdings LLC 

(2) 本社所在地 米国ペンシルベニア州 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 元井 彰 

(4) 事業内容 VIMCO 社から譲り受けた以下の事業用不動産の管理 

250 Hansen Access Road, 

King of Prussia, PA 19406 U.S.A 

(5) 資本金 19 百万米ドル 

(6) 設立日（事業開始日） 2021 年 9 月 14 日（2021 年 10 月 6 日） 

(7) 大株主及び持株比率 OCM 社 (100%) 

 



7． 日程 

(1) 取締役会決議日 2021 年 8 月 24 日 

(2) 事業譲渡契約締結日 2021 年 9 月 3 日 

(3) 本事業買収の実行日 2021 年 10 月 6 日 

 

8． 会計処理の概要 

本事業買収は、企業結合会計基準上の「取得」に該当いたします。 

 

9． 今後の見通し 

本事業買収による当社の 2021 年 12 月期の通期連結業績への影響は軽微であります。 

 

以上 


