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ケムチャイナ (ChemChina) 社がクラウスマフェイ

グループを9億2千5百万ユーロで買収へ 
- ケムチャイナ (ChemChina) 社は長期的戦略観点から投資をする会社 
- 買収はクラウスマフェイグループの成長を加速させる事が予想される 
- クラウスマフェイグループの所在地は不変；雇用の増加が予想される 
- 経営、従業員代表委員会、及び、ドイツ金属労組 (IG Metall) がケムチャイ

ナ社を新オーナーとして歓迎 
 

(2016年1月11日、ミュンヘン市) 中国の有力化学企業グループである中国化工集団公司

(“ChemChina”) はクラウスマフェイグループをオネックスコーポレーション (“Onex”) から

9億2千5百万ユーロで買収する事に合意しました。この取引は契約の最終的な詰め及び通常の

公的認可の成立が前提となります。クラウスマフェイグループはプラスチック及びゴムの生産

と処理において高品質な機械やシステムを製造する世界的なリーディングカンパニーです。こ

の取引が成立すれば相乗効果により同社の成長は大きく加速する事が予想されます。ケムチャ

イナは國信國際投資 (GUOXIN International Investment Corporation) 及び AGIC キャピ

タル(AGIC Capital) と共同で出資します。 

 

ケムチャイナ (ChemChina) は長期的戦略観点から投資をする会社 

「ケムチャイナ社が長期的な戦略観点から弊社に何年も前から興味をもっていた投資家である

事が分かりました」、とクラウスマフェイグループの CEO フランク・スティーラー氏は言

う。クラウスマフェイグループは現在の会社組織を今後も維持します。 

「我々は178年の歴史を持つ世界を代表するエンジニアリング会社と共に自社を更に強力にし

て行きます。しかし同時にクラウスマフェイグループが自社のアイデンティティーと独立性を

今後も守り続けるものと期待しています」、とケムチャイナ会長の Jianxin Ren 氏は言う。

「中国国内の弊社子会社の役に立ち、化学産業及びゴム産業向けに機器を製作・販売するケム

チャイナの化学機器製造部門が中国産業振興を目的に掲げた「2025年メイドイン・チャイナ」

キャンペーンを成功させるパイオニアになる事に貢献すると信じて我々はクラウスマフェイグ

ループの強力な経営陣と技術的ノウハウに投資するのです。クラウスマフェイグループには、
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特に弊社の力で中国市場へのアクセスが向上すれば、巨大な成長ポテンシャルが秘められてい

ます。製造技術の高度化と部品の軽量化に見られる自動車産業の動向が最先端の射出成型産業

に大きく飛躍するチャンスを提供すると我々は期待しています。ケムチャイナとクラウスマフ

ェイグループは共に将来に向かって成長する体制を整えて行きます」、とJianxin Ren 氏は加

えた。 

 

大きく加速する成長の勢い 

「クラウスマフェイグループは 2012年 にオネックス社 (Onex) に買収されてから力強く成長

し、2015年は非常に成功した年になりました。今後はケムチャイナ社の一部門として特に中国

とアジアで弊社の成長戦略は大きく弾みをつけると共にドイツや欧州でも弊社の力が更に増す

でしょう」と、スティーラーは強調した。同社は中国で今後強まる高品質化と環境持続性重視

の傾向から特に恩恵を授かる事が期待されます。クラウスマフェイ、クラウスマフェイ・ベル

ストルフ、及び、ネットスタールと言う三つのブランドの機械や製造システムはより厳しい顧

客要求を満足させる事に適しています。この買収の結果、クラウスマフェイグループは中国で

の拡張計画を加速できるでしょう。 

 

所在地は不変 – 2016年のドイツでの雇用は増加 

「成長の加速は弊社に世界中で持続的な好影響をもたらすでしょう。弊社の基盤は強力であ

り、今後も強みを益々活かして行き、世界中で新たな雇用を創出する事になるでしょう」、と

スティーラー氏は言う。弊社のブランド、クラウスマフェイ、クラウスマフェイ・ベルストル

フ、及び、ネットスタールは何時でも最高の品質と持続性の代名詞であり続けます。クラウス

マフェイグループの本社は今後もミュンヘンに所在し、操業及び経営の責任は欧州に留まりま

す。これは特に生産、技術、特許、及び、研究開発に当てはまります。クラウスマフェイグル

ープは、(労使) 共同決定権の原則に基づく監督委員会と共に今後もドイツの企業として運営さ

れ続けます。既存の集団合意事項、及び、所在地本位の決定事項は全て変更無く継続します。

現在弊社は世界中で約4,500人の従業員を有し、その内2,800人はドイツで就労しています。弊

社はドイツを含めて従業員数を増加させる所存です。 

 

 

従業員代表委員会、及び、ドイツ金属労組 (IG Metall) も新オーナーを歓迎 
従業員代表者達とドイツ金属労組は計画されているオーナー変更を歓迎しています。「今回の

買収はクラウスマフェイグループ及び同社従業員達にとって大きなチャンスであると考えま

す。我々は更なる成長を通してドイツ及び欧州での既存労働力の経済保障と拡大が確保された

と信じています」と、クラウスマフェイグループ労働者代表委員会のピーター・クラール委員

長がコメントしました。また、ドイツ金属労組 (IG Metall) も今回のオーナー変更に支持を表

明しています。「この変更は会社にとって丁度良いタイミングで訪れた上に将来に向かって明
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るい成長展望をもたらします」と、ドイツ金属労組のミュンヘン支部責任者でありクラウスマ

フェイグループの会長付監督委員会の委員でもあるホルスト・リシュカ氏は言う。「ドイツの 

(労使) 共同決定権の原則が国外でも持続可能な企業成長の基礎として益々受け入れられている

事を快く思います」と、同氏は加えた。 

 

買収した企業の経営ノウハウ、品質、及び、価値観に焦点を絞るケムチャイナ社 

2015年に約370億ユーロの売り上げを計上し、従業員数約14万人、内4万5千人が中国国外で雇

用されるケムチャイナ社は中国最大の化学産業グループです。国際的に活動する同グループ

は、グローバルな拡張戦略を持ち、ここ数年間の間にイタリア、フランス、ノルウェイ、英

国、及び、シンガポールの企業に資本参加もしくは買収をしており、特に最近ではタイヤメー

カーのピレリ社に資本参加しました。資本参加をする際にケムチャイナ社は買収した企業の特

筆した経営ノウハウや品質、価値観に焦点を絞ります。 

 

クラウスマフェイグループは 2012年 にオネックス社に買収されてから継続的に財務・営業業

績を改善して来ました。同社は2014年には売上約11億ユーロ計上し、2015年には約10パーセ

ントの年間成長の達成が予想されています。「過去3年間に渡り弊社を建設的に支援し、弊社

が2015年に記録的業績を達成し、将来に向け有利な立場に立つ事を可能にしてくれたオネック

ス社に感謝しています」と、スティーラー氏はコメントした。 

 

「過去数年間に渡り我々はクラウスマフェイ・グループの業績を改善し、世界のプラスチッ

ク・ゴム処理産業における同社の指導的立場を更に強固なものにするべく同社の経営チームと

緊密に仕事をしてきました」と、オネックス社社長のデービッド・マンセル氏は言う。「我々

はクラウスマフェイグループの従業員及び経営者の献身的な取組みと勤勉な働きに感謝しま

す」と、マンセル氏は加えた。 

 

更に詳しい情報及び印刷品質のイメージはこちらから： 

www.kraussmaffeigroup.com 

連絡先： 

Imre Szerdahelyi 

Head of Corporate Communication and Marketing 

Tel.: +49 (0) 89 8899 2592 

E-mail: imre.szerdahelyi@kraussmaffei.com 

 

Brunswick Group GmbH 

Marc Langendorf 

Tel: +49 (0) 89 80 99 025 17 
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E-Mail: mlangendorf@brunswickgroup.com 
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クラウスマフェイ・グループについて  

クラウスマフェイ・グループはプラスチック及びゴムの処理用機械及びラインのサプライヤとして世界的

なリーダーです。同社の製品及びサービスが射出成形から反応成形、押出技術の全範囲を網羅している事

から同社は業界で独特の地位を占めています。クラウスマフェイ・グループはイノベーション本位の企業

であり、顧客の全バリューチェインに渡り持続的に付加価値をもたらす標準もしくはカスタム化されたソ

リューションとして製品、工程、及び、サービスを納めています。同社はクラウスマフェイ、クラウスマ

フェイ・ベルストルフ、及び、ネットスタールのブランドの下で自動車、包装、医療、建設、電気・電

子、そして、家電産業に製品やサービスを販売しています。エンジニアリングの頂点を追及する長い伝統

を継承する同社は現在約4,500人の人々を雇用しています。約570人の販売及びサービス担当のパートナー

達に支えられる30社の子会社と10か所を超える生産工場から成るグローバルネットワークを有する同社は

世界のどこでも顧客の直ぐ傍にいます。クラウスマフェイは1838年以来ミュンヘンに本社を構えていま

す。 

より詳細な情報はこちらのホームページをご覧下さい： 

www.kraussmaffeigroup.com 

 

ケムチャイナについて 

ケムチャイナは旧化学産業省の外郭団体として2004年に設立されました。北京に本社が所在するケムチャ

イナ社は中華人民共和国内で最大級の化学企業グループであり、150の国と地域で生産、研究開発、及

び、販売活動を展開しています。ケムチャイナはフォーチュン500ランキングによると世界で265番目に

大きな企業であり、化学産業では世界9番目です。ケムチャイナは主に材料科学、生命科学、高度製造技

術、及び、基礎化学業務に携わっています。高度な製造分野においては中國化工裝備總公司 (China 

National Chemical Equipment Corporation、通称 “CNCE”) が中国国内のゴム及び化学関連機械の分野で

活発に活動しています。ケムチャイナはフランス、英国、イスラエル、イタリア他数か国においてリーデ

ィングカンパニー8社の買収に成功しています。より詳細な情報はこちらのホームページをご覧下さ

い： 

www.chemchina.com 

 

オネックス (Onex) について 

オネックスは最も古く最も成功している未公開株式投資会社の一つです。同社はオネックスパートナー及

びONCAPと呼ばれる投資ファンドを通じて高度な事業を買収し、多才な経営チームと共に買収した企業

を育てます。また、オネックスクレジットを通じてオネックスは買収資金ローン、担保付融資債務、その

他融資証券等を管理及び買取ります。同社は 約220 億ドルの資産を管理しており、その内 60 億ドルは



5 / 5 ページ 

オネックスの自己資産です。トロント、ニューヨーク、及び、ロンドンに事務所を構えるオネックスは二

つの投資プラットフォームを通じて自己資金を投資し、同社が運用する双方の投資ファンドの最大のリミ

ティッドパートナーです。 

 

オネックスの事業には360億ドルの資産があり、年間240億ドルの売上げを計上しており、約14万6千人の

従業員を世界中で雇用しています。オネックス社の株式はトロント証券取引所で OCX の銘柄記号で取引

されています。より詳細な情報はこちらのホームページをご覧下さい： 

www.onex.com.  

同社の証券報告資料については、こちらまで： 

www.sedar.com. 

 

http://www.sedar.com/
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ChemChina to acquire KraussMaffei Group for €925million 

- ChemChina is a strategic and long-term orientated investor 

- The transaction is expected to accelerate the growth of KraussMaffei Group  

- KraussMaffei Group locations will remain; number of jobs expected to increase  

- Management, works council and IG Metall welcome ChemChina as new owner 

 
(Munich, January11, 2016) China’s leading chemicals group, China National Chemical Corporation 
(“ChemChina”), has agreed to acquire KraussMaffei Group from Onex Corporation (“Onex”) for a 
cash enterprise value of €925million. The transaction is subject to closing conditions including 
customary regulatory approvals. The KraussMaffei Group is a leading global manufacturer of 
high-quality machinery and systems for producing and processing plastics and rubber. The 
transaction is expected to accelerate the growth of the company considerably in light of potential 
business synergies. ChemChina together with GUOXIN International Investment Corporationand 
AGIC Capital will make this acquisition. 
 
ChemChina is a strategic and long-term oriented investor 
“With ChemChina, we have found a strategic and long-term oriented investor who has been interested in 

our Company for many years,” said Frank Stieler, CEO of the KraussMaffei Group. The KraussMaffei 

Group will continue to operate in its current corporate structure.  

“We are strengthening our company with one of the leading global engineering groups, encompassing a 

178-year corporate history. In doing so, we expect that KraussMaffei Group will maintain its identity and 

independence,” said Jianxin Ren, Chairman of ChemChina. “We are investing in the Company’s strong 

management team and its technological expertise, which we believe will benefit our Chinese subsidiaries 

and position the chemical machinery business of ChemChina, which build and sell equipment for the 

rubber and chemical industry, to become a pioneer in achieving the “Made in China 2025” program which 

aims to enhance Chinese industry. The growth potential of the KraussMaffei Group is tremendous, 

especially through improved access to the Chinese market, which we can make possible. We expect 

trends in the automotive industry towards advanced manufacturing and lightweight components will 

provide a huge development opportunity for the high-end plastic injection molding industry. Together, 

ChemChina and the KraussMaffei Group will be well positioned for future growth,” added Jianxin Ren.  
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Growth to accelerate considerably 
“Following Onex’s acquisition in late 2012 KraussMaffei Group has achieved strong growth and had a 

very successful year in 2015. As part of ChemChina, we expect to considerably accelerate our growth 

strategy, especially in China and Asia, and to further strengthen the Company in Germany and Europe,” 

emphasized Stieler. In China, the Company is expected to benefit in particular from the trend towards 

higher quality and sustainability. The machines and systems of the three brands - KraussMaffei, 

KraussMaffei Berstorff and Netstal - are especially suited to meet more challenging customer 

requirements. As a result of the transaction, the KraussMaffei Group will be able to accelerate its planned 

expansion in China.  

 
Locations remain – increase in jobs planned for Germany in 2016  
“Accelerated growth will have a sustained positive impact for the Company globally. Our Company has a 

strong foundation and we will continue to build on our strengths, and create new jobs around the world,” 

said Stieler. Our brands KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff and Netstal will always stand for highest 

quality and sustainability. The KraussMaffei Group’s headquarters will remain in Munich and the 

operating and corporate responsibility for the Company will stay in Europe. This applies in particular to 

production, technology, patents as well as research and development. The KraussMaffei Group will 

continue to operate as a German company with a Supervisory Board based on co-determination. All 

existing collective agreements and location-based commitments will remain unchanged. At present, the 

Company has approximately 4,500 employees globally, of which 2,800 are based in Germany. The 

Company intends to increase its workforce in 2016, including in Germany. 

 

Works council and IG Metall welcome the change in ownership 
The employee representatives and IG Metall welcome the planned change in ownership. “We consider 

the transaction as a significant opportunity for the KraussMaffei Group and its employees. We are 

confident that through further growth the existing jobs in Germany and Europe will be secured and 

expanded,” commented Peter Krahl, Chairman of the works council of the KraussMaffei Group. IG Metall 

is also supportive of the change in ownership. “This change comes at the right time for the Company and 

offers a good perspective for further growth,” said Horst Lischka, Company Representative of IG Metall 

responsible for Munich and member of the Chairman’s Committee of the Supervisory Board of the 

KraussMaffei Group. “I am pleased that the German principle of co-determination is also enjoying greater 

appreciation abroad as a foundation for sustainable corporate success,” he added. 
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ChemChina focuses on management expertise as well as on quality and value of the acquired 
companies  
ChemChina is China’s largest chemicals group, having generated revenues of around €37 billion in 2015 

with approximately 140,000 employees, of whom 45,000 are located outside China. The group operates 

internationally and has a global expansion strategy, having acquired or invested in companies in Italy, 

France, Norway, the UK and Singapore in the last few years with the most recent acquisition being the 

high-end tire manufacturer Pirelli. When it comes to equity investments, ChemChina focuses on 

exceptional management expertise as well as the quality and value of the acquired companies. 

 

Following Onex’s acquisition in 2012 KraussMaffei Group has demonstrated sustained improvement in its 

financial and operational performance. In 2014, the Company generated revenues of approximately €1.1 

billion and is expected to achieve year-on-year revenue growth of approximately 10 percent for 2015. “We 

thank Onex for constructively supporting our Company over the last three years, which has allowed us to 

achieve record performance in 2015 and has positioned the Company well for the future,” commented 

Stieler. 

 

“Over the past several years we’ve worked closely with KraussMaffei Group’s management team to 

improve the performance of the company, further strengthening its leadership position in the global plastic 

and rubber processing industries,” said David Mansell, a Managing Director of Onex. “We’d like to thank 

all of KraussMaffei Group’s employees and management for their dedication and hard work,” added 

Mansell.  
 

Further information and images in print quality are available at: 
www.kraussmaffeigroup.com 

Press contact:  

Imre Szerdahelyi 

Head of Corporate Communication and Marketing 

Tel.: +49 (0) 89 8899 2592 

E-mail: imre.szerdahelyi@kraussmaffei.com 

 

Brunswick Group GmbH 

Marc Langendorf 

Tel:  +49 (0) 89 80 99 025 17 

E-Mail: mlangendorf@brunswickgroup.com 
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About KraussMaffei Group 
The KraussMaffei Group is among the world’s leading suppliers of machinery and systems for producing and 
processing plastics and rubber. Its products and services cover the whole spectrum of injection and reaction molding 
and extrusion technology, giving the company a unique position in the industry. The KraussMaffei Group is 
innovation-powered, supplying its products, processes and services as standard or custom solutions which deliver 
sustained added value along the customer’s value-adding chain. The company markets its offering under the 
KraussMaffei, KraussMaffeiBerstorff and Netstal brands to customers in the automotive, packaging, medical, 
construction, electrical, electronics and home appliance industries. Continuing a long tradition of engineering 
excellence, the international KraussMaffei Group currently employs around 4,500 people. With a global network of 
more than 30 subsidiaries and more than 10 production plants, supported by around 570 sales and service partners, 
the company is close to customers around the world. KraussMaffei has been headquartered in Munich since 1838. 
For more information: www.kraussmaffeigroup.com 
 
About ChemChina 
ChemChina was established in 2004 on the basis of the affiliated enterprises of the former Ministry of Chemical 
Industry. Headquartered in Beijing, ChemChina is one of the largest chemicals groups in the People’s Republic of 
China with production, R&D and sales in 150 countries and regions. ChemChina is ranked 265th among the Fortune 
500 companies and 9th in the global chemicals industry. ChemChina is primarily engaged in materials science, life 
sciences, high-end manufacturing and basic chemicals businesses. In the high-end manufacturing segment, the 
China National Chemical Equipment Corporation (“CNCE”) is active in the rubber and chemicals machinery 
businesses in China. ChemChina has successfully acquired 8 industry leading companies in France, the United 
Kingdom, Israel and Italy and others. 
For more information: www.chemchina.com 
 
About Onex 
Onex is one of the oldest and most successful private equity firms. Through its Onex Partners and ONCAP private 
equity funds, Onex acquires and builds high-quality businesses in partnership with talented management teams. At 
Onex Credit, Onex manages and invests in leveraged loans, collateralized loan obligations and other credit 
securities. The Company has approximately $22 billion of assets under management,including $6 billion of Onex’ 
proprietary capital, in private equity and credit securities. With offices in Toronto, New York and London, Onex invests 
its capital through its two investing platforms and is the largest limited partner in each of its private equity funds.  
 
Onex’ businesses have assets of $36 billion, generate annual revenues of $24 billion and employ approximately 
146,000 people worldwide. Onex shares trade on the Toronto Stock Exchange under the stock symbol OCX. For 
more information on Onex, visit its website at www.onex.com. The Company’s security filings can also be accessed 
at www.sedar.com. 


