Date: May 13, 2016
Tri‐Wall Limited

Announcement of Change of Shareholders in Tri‐Wall Holdings Limited

Tri‐Wall Holdings Ltd (“Tri‐Wall”), the ultimate holding company of the Tri‐Wall Group of companies, is pleased to announce that
Rengo Co., Ltd (“Rengo”) has agreed to acquire 100% of the share capital of the company. The final closing for the transaction is
scheduled on October 31, 2016.
CITIC Capital Partners Limited (“CITIC”), Tri‐Wall’s majority shareholder with 67.1% of outstanding shares, acquired its stake in Tri‐
Wall in 2010 through its fund and has decided to divest its holding in the group. Over the last six years CITIC has helped Tri‐Wall
expand its global footprint not only in the Asian market but beyond. This has been achieved through several important acquisitions
as well as greenfield site investment. Under CITIC’s watchful eye the company has honed its strategy, focusing on design‐led sales
initiatives in the heavy‐duty packaging sector.
Tri‐Wall’s management and staff are excited about the multiple synergies that the acquisition by Rengo represent for both groups.
Rengo, based in Osaka, Japan, is a leading company in the packaging industry, enjoying an excellent name and reputation in the
marketplace. It manufactures and sells corrugated board, corrugated boxes, paperboard, flexible packaging and cellophane,
heavy‐duty packaging as well as packaging‐ and paper‐related machinery.
Tri‐Wall’s penetration into new markets worldwide has characterized the group’s activities these past several years – all the while,
further solidifying its already robust market presence in China, Japan and southeast Asia. It has become a one‐stop supplier of
heavy‐duty packaging for global customers looking for comprehensive supply‐chain solutions for their packaging and logistical
needs.
Being a part of a large multinational group like Rengo, also renowned for their cutting edge packaging solutions, will further
enhance Tri‐Wall’s position in the market. Tri‐Wall’s management team and organizational structure will remain intact post‐
acquisition, and Tri‐Wall’s focus on further growth in existing and new markets will dominate the business agenda in the coming
months and years. Mr. Yuji Suzuki, the Chairman of Tri‐Wall, states: “having Rengo as our business partner is an absolute benefit
for us to open a new chapter to becoming the “Only One” company. It is Tri‐Wall’s fundamental belief that we, Tri‐Wall, must be
indispensable.”
Rengo and Tri‐Wall will mutually benefit from their strong customer contacts. A whole host of potential synergy effects have been
identified and the combined group looks forward to a very fruitful future.
‐
For enquiries, please contact:
Keiko Tachibana
Senior Executive Officer
Tri‐Wall Limited
Tel: + 852 2866 8803 Cell Phone: +852 9186 9712
e‐mail: tachibana@tri‐wall.com

End ‐

日期：2016 年 5 月 13 日

特耐王有限公司

公告：特耐王控股有限公司股东变更
作为特耐王集团的总控股公司，特耐王控股有限公司（以下简称“特耐王”），很高兴地
宣布 Rengo 有限公司（以下简称“Rengo”）已同意收购我公司 100%股本。该交易将
于 2016 年 10 月 31 日最终完成。
目前特耐王的主要股东，在 2010 年时曾通过公司基金收购了特耐王 67.1％的流通股份的
中信资本控股有限公司（以下简称“中信”），现已决定出售其所持的特耐王集团股份。
在过去的六年中，中信不仅帮助特耐王扩大其在亚洲市场的业务，更是通过几个重要的收
购以及投资从而实现特耐王在全球市场的拓展步伐。在中信的监督下，特耐王精炼了企业
战略，侧重于重型包装行业中以设计为主导的销售活动。
特耐王的管理层和员工都对于 Rengo 本次多协同效应的收购感到非常兴奋。位于日本大
阪的 Rengo 是包装行业的龙头企业，在市场中享有很高的知名度和美誉。Rengo 生产和
销售的产品包含瓦楞纸板，瓦楞纸箱，纸板，软包装和玻璃纸，重型包装以及包装和纸张
相关的机械设备。
在过去几年间，特耐王集团通过各种行动，逐步开拓全球的新市场—与此同时，也进一步
巩固了在中国，日本和东南亚的市场影响力。特耐王已成为各国客户所信赖的重型瓦楞包
装一站式服务供应商，专业提供包装和物流方面的全球化供应链解决方案。
作为像 Rengo 这样一个同样以提供顶尖包装解决方案著称的大型跨国集团的一部分，特
耐王在市场中的地位将进一步加强。特耐王的管理团队和组织架构在收购后将继续维持不
变。在未来的数月乃至数年中，特耐王将继续专注于在现有市场和新市场中的业务发展。
特耐王主席铃木雄二先生表示：“有 Rengo 作为我们的业务伙伴，无疑有助于我们‘只
有一个’特耐王的口号打开新的篇章。这个口号是特耐王的基础信念，即我们特耐王是无
可取代的。”

Rengo 和特耐王将相互从各自强大的客户基础中受益。潜在的协同互利会带领合并后的
集团奔向一个硕果累累的未来。
‐

完毕 ‐

任何询问，请联络:
Keiko Tachibana
Senior Executive Officer
Tri‐Wall Limited
Tel: + 852 2866 8803 Cell Phone: +852 9186 9712
e‐mail: tachibana@tri‐wall.com

Date:

2016 年５⽉１３⽇
Tri-Wall Limited

各位
弊社（Tri-Wall Holdings Limited）主要株主変更のお知らせ
本⽇２０１６年５⽉１３⽇付にてレンゴー株式会社（以下「レンゴー」といいます。）が Tri-Wall
Holdings Limited（以下「当社」といいます。）の発⾏済株式 100％を買収することに関係当事者
間で合意、その譲渡契約が締結されましたことをここに謹んでお知らせ致します。なお、本株式
譲渡の最終⼿続きの完了は来る 2016 年 10 ⽉ 31 ⽇を予定しております。
当社の主要株主であります CITIC Capital Partners Limited (以下「CITIC」といいます)は、その
ファンドを通じて 2010 年に当社株式の 67.1％を取得いたしておりますが、今般その当社株式を
全て売却することになりました。この期間におきまして CITIC は当社の主要株主として当社事業
の更なるグローバル展開に多⼤な貢献に寄与いたしております。CITIC の協⼒、⽀援のもと当社
はこれまでグローバルな事業展開を図る上で⽋かせない戦略的事業買収を実施し、成果を⾒出し
ております。また、CITIC の当社事業の最⼤価値を⽣み出すための適切な経営指導のもと、包装
設計、付加価値増⼤に重点を置き、その当社主要事業を推進することにより重量物包装業界にお
ける確固たる地位を構築することができました。
当社経営陣並びに社員は今般の株式譲渡によりレンゴーが新たに当社の株主となり相互の事業躍
進をその相乗効果によってより加速、強化できることをたいへん喜ばしく思っております。ご周
知のとおりレンゴーは本社機能を⼤阪に置き、段ボール業界では揺るぎない地位と⾼い評価を有
しております。当社はレンゴーが有する⼀般段ボール事業、段ボール原紙事業、柔軽包装事業、
及び重量物包装事業等、同社の価値あるこれ等事業資産を当社の株主として享受することにより
果敢に事業の推進、拡⼤を図れることを期待しております。
当社のグローバルな事業展開は、これまでの中国、⽇本、東南アジア諸国での実績に含め、ここ
数年間におきましてはよりグローバルな事業ネットワークの拡⼤を推進してまいりました。これ
により世界各国のグローバル企業に重量物包装を主体に⼀貫した製品の供給、ソルーション・サ
ービスの提供が可能な体制を構築しております。
レンゴーの多⾓的包装事業の傘下に加わることで、当社はさらに顧客ニーズに幅広く対応できる
ようになり、市場での優位性を⾼めることができます。レンゴーの傘下で、当社現⾏の経営・組
織体制を継続、維持し、今後さらに事業の発展、拡⼤にまい進して参ります。当社、会⻑鈴⽊雄
⼆は、“レンゴーのもと、当社の基本的理念である”Only One” すなわち、なくてはならない存在
の企業として、新しい幕開けとなることに⼤きな期待を確信していることを述べております。
レンゴーとともに当社は、お客様の幅広い包装ニーズにこれまで以上にお応えすることで、より

⼀層の業容拡⼤、業績向上に努めてまいります。従前と変わらぬご⽀援を賜りたく、ここにお願
い申し上げます。

本件お問合せ先：
Tri-Wall Limited
+852 9186 9712 (橘)
e-mail: tachibana@tri-wall.com

