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グローバルウェーハズ社によるサンエジソンセミコンダクター社の買収が完了
グローバルウェーハズ株式会社（台湾 新竹市）は、本日、サンエジソンセミコンダクター社の買収が完了したことを
お知らせいたします。2016年8月18日付けニュースリリースでお知らせしておりました、グローバルウェーハズ株式会社
によるサンエジソンセミコンダクター社の買収は、普通株全株式と負債を含めて総額6億83百万米ドルの買収となりま
す。
本買収に伴い、グローバルウェーハズ株式会社の有する優れた事業モデルと市場競争力、及びサンエジソンセミコン
ダクター社の持つ世界的な事業拠点および製品開発力を統合することが可能となります。また、グローバルウェーハズ
株式会社は生産能力の顕著な拡大、製品及び欧州・韓国への更なるアクセス拡大およびSOI製品技術を含む世界中
の顧客の拡大、財務規模の顕著な拡大に効果を発揮するものと考えております。本買収により、グローバルウェーハズ
株式会社は、全ての半導体メーカーにとって、最良のウェーハソリューションプロバイダー及び長期的なパートナーとし
ての地歩を築いてまいります。
本件について、グローバルウェーハズ株式会社の Doris Hsu 会長兼 CEO は以下のように述べております。
「弊社は、運営・製造拠点を 10 か国 17 拠点に戦略的に配置し、あらゆる地域の顧客により効果的なサービスを提供
してまいります。新生グローバルウェーハズ株式会社は、顧客に対してより高い満足度で評価される顧客第一主義を目
指してまいります。弊社のゴールは、製品の質、テクノロジー、供給網、サポートおよび価格の観点で、顧客に選ばれる
会社となることにあります。」
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Advisors
Nomura Securities is acting as sole financial advisor to GlobalWafers, and White & Case LLP is acting as
legal advisor to GlobalWafers. Barclays Capital is serving as financial advisor to SunEdison Semiconductor
and Bryan Cave LLP is serving as legal counsel to SunEdison Semiconductor.
About GlobalWafers
Headquartered in Hsinchu, Taiwan, GlobalWafers is one of the six largest silicon wafer manufacturers in the
world. Founded in 1981, it was the semiconductor business unit of SAS (Sino-American Silicon Product Inc.)
and spun off as GlobalWafers Co., Ltd. in 2011. Specializing in 3” to 12” silicon wafer manufacturing, product
applications extend through power management, automotive, IT and MEMS. GlobalWafers operates out of
nine facilities in Taiwan, China, USA, Japan, Denmark, and Poland. GlobalWafers is listed on the Taipei
Exchange.
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About SunEdison Semiconductor
SunEdison Semiconductor is a global leader in the manufacture and sale of silicon wafers to the
semiconductor industry. For over 55 years, SunEdison Semiconductor has been a pioneer in the design and
development of silicon wafer technologies. With R&D and manufacturing facilities in the U.S., Europe, and
Asia, SunEdison Semiconductor enables the next generation of high performance semiconductor devices.
Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Information
This press release contains forward-looking statements. These forward-looking statements are subject to risks
and uncertainties. Consequently, actual results and experience may materially differ from those contained in
any forward-looking statements. Forward-looking statements speak only as of the date they are made.
Readers are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, and GlobalWafers make no
commitment to revise or update any forward-looking statements in order to reflect events or circumstances
occurring or existing after the date any forward-looking statement is made.
Contacts
GlobalWafers
Spokesperson: William Chen +886-3-577-2255 (ext. 2280)
William@sas-globalwafers.com
Deputy: Jason Chien
+886-3-577-2255 (ext. 2379)
Jason.chien@sas-globalwafers.com

2

