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株式取得（子会社化）に関する基本合意書の締結についてのお知らせ
当社は、ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社（東京証券取引所市場第１部：5411）の
100％子会社である川崎マイクロエレクトロニクス株式会社（本社：千葉県千葉市美浜区、代表取締
役社長：山内 由紀夫）が発行する全部の株式を取得することにより、これを当社の子会社とするた
めの基本合意書を締結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。
記
１．株式取得の理由
当社は、1990年４月４日大阪府吹田市で創業以来、研究開発に経営資源を集中し、ＬＳＩ製品の
製造に関しては、台湾や日本など国内外の大手半導体メーカーに製造を委託する研究開発型ファブ
レス・メーカーであります。当時、日本では他に例のなかったファブレス・メーカーの先駆者とし
て、エレクトロニクス業界において上流のアプリケーションやアルゴリズム、アーキテクチャ分野
の新しい概念・コンセプト、独創的な技術をもって、ＬＳＩ（大規模集積回路）及び関連するソフ
トウェア、さらには、自社開発ＬＳＩを搭載したシステム製品の開発・販売を行いながら業容を拡
大してまいりました。とりわけ、顧客の機器の競争力を高めるための顧客専用製品や特定のアプリ
ケーションに特化した製品に強みをもち事業を展開しております。
一方、川崎マイクロエレクトロニクス株式会社は、旧 川崎製鉄株式会社（現 ＪＦＥホールディ
ングス株式会社）のＬＳＩ事業部を源流とし、事業開始当初からASICに着目して、通信・画像・情
報・ＯＡ機器分野において、セルベースドアレイ製品やスタンダードセル製品を積極的に展開し、
国内外の有力顧客に製品を供給する有数のASICメーカーへと成長してまいりました。現在では工場
は持たず、当社と同じファブレス・メーカーとなっておりますが、設計からウエハ製造、組立、テ
スト・品質保証までを一貫して行う有力なASICベンダーであります。また、同社は海外においても、
米国子会社を将来の基幹技術開発のＲ＆Ｄセンター、インド支店を開発センター、台湾支店を台
湾・中国顧客対応の拠点として広く展開しております。
このたび、同じグループとして両社の能力を結集することにより、技術革新が急速に進むエレク
トロニクス分野において、国内外の顧客の明日の課題や市場の将来の要求に対して、アルゴリズム
やアーキテクチャ段階の開発対応から、ウエハ製造、組立、テスト工程まで一貫して強力にサポー
トができる、トータル・ソリューションの提供可能なファブレス・メーカーとして、さらなる戦略
強化・事業拡大が図れるものと考えております。
２．ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社との基本合意の内容
2012年５月下旬（予定）をめどに、ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社と当社は株式
売買契約書を締結し、当社は川崎マイクロエレクトロニクス株式会社が発行する全部の株式を取得
し子会社化いたします。
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３．異動する子会社（川崎マイクロエレクトロニクス株式会社）の概要
(1) 名称

川崎マイクロエレクトロニクス株式会社

(2) 所在地

千葉市美浜区中瀬一丁目３番地

(3) 代表者の役職・氏名

代表取締役社長 山内 由紀夫

(4) 事業内容

半導体集積回路の設計、製造及び販売

(5) 資本金

5,046 百万円

(6) 設立年月日

2001 年７月２日

(7) 大株主及び持株比率

ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社

(8) 上場会社と当該会社との
間の関係

100％

資本関係

記載すべき該当事項はありません。

人的関係

記載すべき該当事項はありません。

取引関係

記載すべき該当事項はありません。

(9) 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期

2009 年３月期

2010 年３月期

2011 年３月期

連結純資産

9,583 百万円

8,234 百万円

9,241 百万円

連結総資産

20,862 百万円

21,281 百万円

19,364 百万円

637 円 22 銭

547 円 49 銭

614 円 48 銭

１株当たり連結純資産
連結売上高

27,849 百万円

24,692 百万円

24,176 百万円

連結営業利益

△4,003 百万円

△317 百万円

1,857 百万円

連結経常利益

△4,213 百万円

△911 百万円

1,694 百万円

△11,928 百万円

△1,423 百万円

1,389 百万円

△793 円 12 銭

△94 円 64 銭

92 円 35 銭

０円

０円

０円

連結当期純利益
１株当たり連結当期純利益
１株当たり配当金
４．株式取得の相手先の概要
(1) 名称

ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社

(2) 所在地

東京都千代田区内幸町二丁目２番３号

(3) 代表者の役職・氏名

代表取締役社長 馬田 一

(4) 事業内容

鉄鋼事業、エンジニアリング事業、造船事業をはじめとする事
業会社の株式を所有することによる当該会社の支配・管理

(5) 資本金

1,471 億円

(6) 設立年月日

2002 年９月 27 日

(7) 純資産

1,478,310 百万円

(8) 総資産

3,976,644 百万円

(9) 大株主及び持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
日本生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
株式会社みずほコーポレート銀行

(10)上場会社と当該会社の
関係

株式会社メガチップス

6.07％
4.20％
3.68％
2.47％
2.34％

資本関係

記載すべき該当事項はありません。

人的関係

記載すべき該当事項はありません。

取引関係

記載すべき該当事項はありません。

関連当事者への
該当状況

記載すべき該当事項はありません。
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５．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式数

０株
（議決権の数：－個）
（所有割合 ：－％）

(2) 取得株式数及び取得価額

15,039,600 株
（議決権の数：150,396 個）
（発行済株式数に対する割合：100％）
（取得価額：85 億円（予定））

(3) 異動後の所有株式数

15,039,600 株
（議決権の数：150,396 個）
（所有割合 ：100％）

６．日程
(1) 取締役会決議

2012 年４月 20 日

(2) 株式譲渡契約締結日

2012 年５月下旬（予定）

(3) 株式譲渡日

2012 年６月下旬頃（予定）

７．今後の見通し
今回の株式取得（子会社化）が2012年３月期の業績に与える影響はありません。2013年３月期以
降の業績に与える影響は、現在精査中であり、その影響が明確になり次第速やかに開示する予定で
あります。
また、子会社化した後は、当社から取締役と監査役を派遣する予定であります。
以
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