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連結子会社による株式取得（孫会社化）に関するお知らせ 
 

当社は、本日付の会社法第370条（取締役会の決議に替わる書面決議）による決議により、当社の

連結子会社である信芯股份有限公司（｢MegaChips Taiwan Corporation｣、本社：中華民国台北市、以

下｢MegaChips Taiwan｣）が、京宏科技股份有限公司（｢Modiotek Co., Ltd.｣、本社：中華民国新竹市、

以下｢Modiotek｣）の増資を引き受けることにより、子会社化（当社の孫会社化）することを決定いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式取得の理由 

当社グループの東アジア地域における事業拡大に向け、Modiotekを当社のグループ会社とするこ

とで、台湾・中国を中心としたアジア地域における顧客チャンネルの拡大、マーケティング・営

業・開発力と顧客サポート体制の強化を図るものであります。 

 

２．増資を引き受ける子会社(MegaChips Taiwan)の概要 

(1) 名称 
信芯股份有限公司 

（英文：MegaChips Taiwan Corporation） 

(2) 所在地 

105 台北市民生東路三段 129 號 2 樓 

（英文：RM. B 2F, Worldwide House, No.129, Min Sheng E.Rd., 
Sec.3, Taipei 105 Taiwan） 

(3) 代表者の役職・氏名 董事長 松岡 茂樹（当社取締役副社長 執行役員 事業管理室長） 

(4) 事業内容 
日本を除く東アジア地域の事業統括拠点として、主に台湾における営

業、生産管理、開発・技術サポート等を行う。 

(5) 資本金 610,000 千台湾ドル（約 2,062 百万円） 

(6) 設立年月 2013 年 9 月 

(7) 大株主及び持株比率 当社 59.0％、順盈投資有限公司 41.0％ 

 

３．取得する孫会社(Modiotek)の概要 

(1) 名称 
京宏科技股份有限公司 

（英文：Modiotek Co., Ltd.） 

(2) 所在地 
新竹市科學工業園區研新三路 3號 4樓 

（英文：4F, No.3, Creation Road III, Science Park, HsinChu, Taiwan）

(3) 代表者の役職・氏名 董事長 吳敏求（旺宏電子股份有限公司 董事長兼執行長） 

(4) 事業内容 

スマートテレビ向け３次元リモコンや携帯機器向け音声・音楽処理用

途の半導体を、設計・製造委託するファブレスのソリューション・プ

ロバイダー。 
(5) 資本金 80,810,790 台湾ドル（約 273 百万円）（2014 年 3 月 12 日現在） 

(6) 設立年月日 2006 年 8 月 16 日 

(7) 大株主及び持株比率 旺宏電子股份有限公司 74.2％ 
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(8) 上場会社と当該会社との 

間の関係 

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 近３年間の連結経営成績及び連結財政状態  

 2011 年度 2012 年度 2013 年度 

純資産 
226,047 千台湾ドル

（約 764 百万円）

101,535 千台湾ドル

（約 343 百万円）

80,543 千台湾ドル

（約 272 百万円）

総資産 
244,521 千台湾ドル

（約 826 百万円）

117,628 千台湾ドル

（約 397 百万円）

96,583 千台湾ドル

（約 326 百万円）

売上高 
23,035 千台湾ドル

（約 77 百万円）

23,760 千台湾ドル

（約 80 百万円）

16,841 千台湾ドル

（約 56 百万円）

営業利益（△は損失） 
△121,725 千台湾ドル

（約△411 百万円）

△124,809 千台湾ドル

（約△421 百万円）

△122,125 千台湾ドル

（約△412 百万円）

当期純利益（△は損失） 
△107,409 千台湾ドル

（約△363 百万円）

△124,220 千台湾ドル

（約△419 百万円）

△119,755 千台湾ドル

（約△404 百万円）

配当金 - - -

 

４．異動の方法（予定） 

Modiotekが210,000千台湾ドル（約709百万円）の新株発行増資を行い、その全部をMegaChips 

Taiwanが引き受けることにより、発行済株式の72.2％を取得いたします。 

 

５．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況（予定） 

(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 

21,000,000 株 

（議決権の数：21,000,000 個） 

（発行済株式数に対する割合：72.2％） 

（取得価額 ：210,000 千台湾ドル（約 709 百万円）） 

(3) 異動後の所有株式数 

21,000,000 株 

（議決権の数：21,000,000 個） 

（所有割合 ：72.2％） 

 

６．日程 

(1) 当社の決定日 2014 年 4 月 21 日 

(2) 払込日 2014 年 4 月 22 日（予定） 

 

７．今後の見通し 

今回の株式取得（孫会社化）が2015年3月期の業績に与える影響は軽微であります。 

なお、Modiotekは当社の資本金の100分の10相当を超える額の資本金であるため、当社の特定子

会社となる予定です。 

 

以 上 


