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米国アルミニウム板圧延製造販売会社の株式取得に関するお知らせ 

 

古河スカイ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉原正照、以下「古河スカイ」）

は、BP Company North America Inc.（本社：米国テキサス州ヒューストン、社長：Steven Bray、

以下「BP」）の 100％子会社であるアルミニウム板圧延品製造販売会社 ARCO Aluminum Inc.（本

社：米国ケンタッキー州ルイビル、社長：Patrick Franc、以下「ARCO」）について、住友軽金属

工業株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：山内重德、以下「住友軽金属」)、住友商事

株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：加藤進、以下「住友商事」）、伊藤忠商事株式

会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡藤正広、以下「伊藤忠商事」）、伊藤忠メタルズ株

式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡正樹、以下「伊藤忠メタルズ」）とともに、BP

よりその全株式を譲り受けることに合意しましたので、お知らせいたします。 

 

１．株式の取得の理由、内容 

ARCO は、生産品種をアルミ缶材に特化した製造を行っている世界最大級のアルミニウム板圧

延工場である Logan Mill(非法人合弁事業)の資産の約 45％持分、その運営会社である Logan 

Aluminum Inc.（本社：米国ケンタッキー州ラッセルビル、最高経営責任者：Randy Schumaker）

の 60％出資持分を所有し、Novelis Corporation（本社：ジョージア州アトランタ、社長：Philip 

Martens、以下「Novelis」）との合弁で事業を運営しています。ARCO と Novelis はそれぞれ原材

料を Logan Mill に供給し、各々の製品を販売しています。 

 古河スカイは、住友軽金属、住友商事、伊藤忠商事、伊藤忠メタルズ 4社との共同出資により、

ARCO の全株式を BP より 6億 8千万米ドルで取得し、経営参加と技術提供を通じて、アルミ缶材

の世界最大市場である北米での製造販売に取り組んでまいります。また、今後大きな伸びが見込

まれる中南米市場への販売も拡大させる予定です。 

 なお、事業運営については、共同出資 5 社で米国に設立した共同持株会社が全株式を保有し、

重要事項については出資各社が協議の上、決定します。 

 

 

 

 

 



 
本件は、北米地域における世界最大級のアルミニウム板圧延工場に対する経営参画ということ

から、古河スカイ単独ではなく、住友軽金属、住友商事、伊藤忠商事、伊藤忠メタルズとの共同

にて取り組むことといたしました。これにより、古河スカイは北米・中南米市場におけるプレゼ

ンスを獲得し、グローバルマーケットにおける影響力を高めるべく、事業展開を推進してまいり

ます。 

 なお、出資比率は、古河スカイ 35％、住友軽金属 40％、住友商事 20％、伊藤忠商事 2％、伊

藤忠メタルズ 3％です。 

 

２.ARCO Aluminum Inc.の概要 

社 名：ARCO Aluminum Inc. 

設 立：1984 年 

本     社：9960 Corporate Campus Drive, Suite 3000, Louisville, Kentucky 40223 

資 本 金：1,000 米ドル 

社    長：President - Patrick Franc 

事 業 内 容：アルミニウム製品の製造および販売 

年 間 売 上 高：約 9億米ドル(2010 年) 

年 間 販 売 量：約 30 万トン(2010 年) 

従 業 員：32 名（2011 年 3 月時点） 

当社との関係：記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません 

 



３．BP Company North America Inc.の概要 

社 名：BP Company North America Inc. 

設 立：1985 年 

本 社：501 WestLake Park Blvd., Houston, Texas 77079 

資 本 金：10,660 米ドル 

社    長：President – Steven Bray 

事 業 内 容：石油・ガスの採掘および生産 

当社との関係：記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません 

 

４．Logan Aluminum Inc.の概要 

社 名：Logan Aluminum Inc. 

設 立：1984 年 

本 社：U.S. Hwy. 431, Russellville, Kentucky 40232 

資 本 金：1米ドル 

最高経営責任者：CEO - Randy Schumaker 
事 業 内 容：アルミニウム製品の製造および販売 

従 業 員：約 1,000 名 

 

５．共同持株会社の概要 

社 名：ARROW Aluminum Holding Inc. 

本     社：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 

資 本 金：5,000 米ドル 

共 同 社 長：白石 重和(住友軽金属 取締役専務執行役員) 

中野 隆喜(古河スカイ 取締役) 

関内 雅男(住友商事 執行役員) 

事 業 内 容：ARCO 株式の保有 

 

６．今後のスケジュール 

平成 23 年 7 月～9 月にクロージングの予定です。ただし、各国競争当局の審査状況等の事情

によっては、クロージングの時期が変更される可能性があります。  

 

７．今期の業績に与える影響 

 今期の業績に与える影響につきましては、詳細が確定次第、東京証券取引所における適時開示

規則に基づき適切に公表いたします。 

 

以上 



米国アルミ缶材圧延会社
ARCO Aluminum Inc. (ｱｰｺ ｱﾙﾐﾆｳﾑ)買収の件

2011年4月4日
古河スカイ株式会社



取引概要

本件買収ｺﾝｿｰｼｱﾑ

(出資比率)

住友軽金属工業株式会社 (40%)
古河スカイ株式会社 (35%)
住友商事株式会社 (20%)
伊藤忠商事株式会社 (  2%)
伊藤忠メタルズ株式会社 （ 3%)

取得先
BP Company North America Inc. (ﾋﾞｰﾋﾟｰ ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾉｰｽ ｱﾒﾘｶ）

(英BP p.l.c. の100%間接子会社)

被買収会社 ARCO Aluminum Inc. (ｱｰｺ ｱﾙﾐﾆｳﾑ、以下ｱｰｺ）

買収金額 6億8千万米ドル

今後のｽｹｼﾞｭｰﾙ
各国独禁法の申請等を実施し、7月～9月の間でのクロージングを目指
す。
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出資関係概略図
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アーコ会社概要

所在地 Louisville, Kentucky (ケンタッキー州 ルイビル)

株 主 ビーピー カンパニー ノース アメリカが100%保有

従業員数 32名

事業内容
飲料缶用のアルミシート（以下、缶材）の製造・販売。
顧客は製缶メーカー。
生産量は約30万㌧／年。北米缶材市場でのシェアは15％。

事業形態

・ノベリス（世界最大の缶材ﾒｰｶｰ）とアルミ圧延設備を共同所有し、
操業請負会社（ﾛｰｶﾞﾝ ｱﾙﾐﾆｳﾑ）に、その設備を貸与し、それを利用した

受託加工を行わせている。
・アーコ、ノベリスがそれぞれローガンに原料を供給し、缶材用に加工さ
れたコイル（製品）を引き取り、各社が独自に販売する形態を取っている。
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アーコ沿革

1981年
Atlantic Richfield (アトランティック･リッチフィールド) が
ローガン工場建設開始

1984年 ローガン工場操業開始

1985年

アトランティック･リッチフィールドがアルミ関連事業をAlcan  (アルキャン、
現･ノベリス) へ売却。この際、独禁法の問題でローガン工場全体の売却

に関しては、米国当局の認可取得できず、ローガン工場はアトランティッ
ク･リッチフィールド子会社（現･アーコ）とアルキャンの合弁事業となった。

2000年
ビーピーがアトランティック･リッチフィールドを買収。
この結果、ローガン工場はビーピー（アーコ）とアルキャン（現･ノベリス）
の合弁契約に基づく事業となった。
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北米缶材マーケット

世界アルミ缶材需要（2010年見通し）
4,040kt

北米アルミ缶材市場
市場シェア（2010年見通し）
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アーコ販売量推移

＊2015年の数値はコンソーシアム予測に基づく。
＊2010年の増加は、アーコのシェア拡大、及び需要が前年比プラスで推移したこと等による。
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本件の戦略的意義
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【缶材の世界最大マーケットへのアクセス】
－アメリカ大陸におけるアルミ缶材の生産拠点の獲得
－北米は世界最大のアルミ缶材マーケット
－北米市場は堅調な需要が見込まれ、中南米は成長市場。

【重点戦略製品のグローバル展開】
－当社の2012中期計画において、 缶材はグローバル戦略の重点製品。

－重点製品である缶材のグローバルな供給体制の確立。

【缶材のグローバルプレーヤー化】
－グローバル展開している内外の製缶メーカーとの取引
－缶材の先進地域である北米におけるユーザー・ニーズの把握
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