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仏ヴァレオ社との中国地区の提携に係る基本合意のお知らせ

当社は、フランスの自動車部品メーカーである仏ヴァレオ・エス・エー社（本社：43 rue
Bayen-75848 Paris Cedex 17, Chief Executive Officer：Jacques Aschenbroich、以下、
「ヴァ
レオ社」といいます。
）との間で、平成 12 年 7 月、包括的業務提携契約を締結しておりますが、
今般、平成 24 年 9 月 7 日開催の取締役会において、当社およびヴァレオ社の中国所在のラン
プ関係子会社および関連会社（以下、
「中国所在の子会社等」といいます。）の再編に関し、下
記のとおり、基本合意書を締結することを決議し、両社の業務提携関係を強化することといた
しましたので、お知らせいたします。
本件に伴い、当社およびヴァレオ社は、当社およびヴァレオ社中国所在の子会社等の大半を、
両社共同で中国地区の事業統括会社として新設したヴァレオ市光ホールディング（Valeo
Ichikoh Holding Ltd.、アイルランド法人、株式保有比率（発行済株式総数に対する保有株式数
の割合をいいます。以下同じ。
）
：ヴァレオ社 85％、当社 15％）の傘下へ再編することとなり
ます。
また本基本合意に伴い、当社は、当社の持分法適用関連会社である、市光法雷奥（佛山）汽
車照明系統有限公司（Foshan Ichikoh Valeo Auto Lighting Systems Co.,Ltd.、以下、
「FIV」
といいます。
）の株式を、ヴァレオ市光ホールディングに譲渡することとなりますので、併せ
てお知らせいたします。
記
１. 基本合意の理由
当社は、一段と進む自動車業界のグローバル化に対応すべく、価格競争力と魅力ある商品の
開発を強化し、市光グループとしての収益を確保するとともに、パートナーであるヴァレオ社
との事業提携等を通じて世界的な供給体制の充実を図るべく、経営体質の強化に取り組んでお
ります。
かかる中、今後も成長の見込まれる中国市場において、顧客対応の充実を図り事業拡大を行
うため、当社はヴァレオ社と共同で地域統括体制を構築し、両社のランプ関係子会社および関
連会社の再編を実施することといたしました。
２．当社およびヴァレオ社の現在の株式保有比率及び再編後の株式保有比率等
（１） 当社は、現在保有する FIV 株式（株式保有比率 50％）のすべてを、ヴァレオ市光ホー
ルディングに譲渡いたします。
（２） ヴァレオ社は、現在保有する以下記載の株式のすべてを、ヴァレオ市光ホールディン
グに譲渡いたします。
・ FIV 株式（株式保有比率 50％）
・ 瀋陽法雷奧車燈有限公司（Shenyang Valeo Auto Lighting Co., Ltd.、以下、「Valeo

Shenyang」といいます。
）株式（株式保有比率 100％）
・ 蕪湖法雷奧汽車照明系統有限公司（Wuhu Valeo Automotive Lighting System Co.,
Ltd. 、以下、
「Ruby」といいます。
）株式（株式保有比率 80％）
・ 法雷奧照明湖北技術中心有限公司（Valeo Lighting Hubei Technical Center Co.,
Ltd. 、以下、
「Hubei Tech Center」といいます。
）株式（株式保有比率 100％）
（３） ヴァレオ市光ホールディングスに対する当社とヴァレオ社の株式保有比率（ヴァレオ
社 85％、当社 15％）に変更はありません。
（４） 当社は、現在ヴァレオ社が 100%保有している湖北法雷奧車燈有限公司（Hubei Valeo
Auto Lighting Co., Ltd. 、以下、
「Valeo Hubei」といいます。
）株式の 15％分をヴァレ
オ社より取得します。また、Valeo Hubei は、社名を法雷奧市光汽車照明（中國）有限
公司(Valeo Ichikoh (China) Auto Lighting Co., Ltd.)に変更いたします。
（５） 以上のとおり、当社は FIV 株式（35%分）の対価として、ヴァレオ社より直接的もし
くは間接的に Valeo Shenyang 株式（15%分）、Ruby 株式（12％分）、Hubei Tech Center
株式（15%分）および Valeo Hubei 株式（15％分）を取得いたします。本件に関し、
当社はヴァレオ社に対し取引差額として現金を支払いますが、当該金額は僅少なもの
となります。
３．再編に関連する当社関連会社等の概要（再編後の当社関連会社を含む）
≪ＦＩＶ≫ （平成 23 年 12 月末日現在）
(1)
会社名
市光法雷奥（佛山）汽車照明系統有限公司
(Foshan Ichikoh Valeo Auto Lighting Systems Co.,Ltd.)
(2)
所在地
中華人民共和国広東省沸山市沸山国家高新技術産業開発区城西園
華宝南路東側
(3)
代 表 者 の 役 法定代表人 オードバディ・アリ (Ali Ordoobadi)
職・氏名
(4)
事業内容
自動車部品の製造販売
(5)
資本金
USD22,000,000 (払込済)
(6)
設立年月日
平成 17 年９月 22 日
(7)
純資産
170 百万元
(8)
総資産
582 百万元
(9)
大 株 主 お よ 当社 50％、ヴァレオ・バイエン（ヴァレオ社完全子会社）50％
び持株比率
(10) 上 場 会 社 と 資本関係
当社は当該会社の 50％の株式を保有しています。
当 該 会 社 と 人的関係
当社は当該会社に３名の取締役を派遣していま
の関係
す。
取引関係
当社と当該会社との間で自動車部品等の売買取引
があります。
関 連当事 者へ 当該会社は当社の持分法適用関連会社でありま
の該当状況
す。
≪ヴァレオ市光ホールディング≫
(1)
会社名
ヴァレオ市光ホールディング（Valeo Ichikoh Holding Ltd.）
(2)
所在地
アイルランド国ダブリン市
(3)
代 表 者 の 役 ジェネラルマネージャー ハイコー・サワー (Heiko Sauer)
職・氏名
(4)
事業内容
FIV、Valeo Shenyang 、Ruby および Hubei Tech Center の持株会
社に再編するため設立。
(5)
資本金
100 ユーロ（8 月末時点払込額）
(6)
設立年月日
平成 24 年 8 月 9 日

(7)
(8)
(9)
(10)

純資産
総資産
大株主およ
び持株比率
上場会社と
当該会社と
の関係
(予定を含
む)

新設会社のため記載省略
新設会社のため記載省略
当社 15％、CONNAUGHT ELECTRONICS LIMITED（ヴァレオ社
完全子会社）85％
資本関係
当社は当該会社の 15％の株式を保有。
人的関係
取引関係

当社は当該会社に２名の取締役を派遣。
当社と当該会社との間で記載すべき取引関係はあ
りません。
関連当事者へ 当該会社は当社の持分法適用関連会社となりま
の該当状況
す。

≪Valeo Hubei ≫ （平成 23 年 12 月末日現在）
(1)
会社名
湖北法雷奧車燈有限公司（Hubei Valeo Auto Lighting Co., Ltd.）
(2)
所在地
湖北省武漢經濟技術開發區創業路 99 號
(3)
代 表 者 の 役 法定代表人 Edouard ARNOULX de PIREY
職・氏名
(4)
事業内容
自動車部品(ライティング)の製造販売
(5)
資本金
USD20,774,478 (払込済)
(6)
設立年月日
平成７年２月７日
(7)
純資産
624 百万元
(8)
総資産
1,020 百万元
(9)
大 株 主 お よ Valeo International Holding BV (ヴァレオ社完全子会社)100％
び持株比率
(10)

上 場 会 社 と 資本関係
当該会社と
の関係

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係
はありません。当該会社の親会社であるヴァレオ
社は、当社議決権の 31.77%を間接保有する親会社
等で、当社はヴァレオ社の持分法を適用されてい
ます。
人的関係
当社と当該会社の間には、記載すべき人的関係は
ありません。当社の取締役のうち３名の出向元親
企業またはそのグループ企業はヴァレオ社もしく
はヴァレオ社の子会社です。
取引関係
当社と当該会社の間には、記載すべき取引関係は
ありません。当社と当該会社の親会社であるヴァ
レオ社との間には、記載すべき取引関係はありま
せん。
関連当事者へ 当該会社は、当社の関係当事者には該当しません。
の該当状況
当該会社の親会社であるヴァレオ社は、当社のそ
の他の関係会社に該当します。

４．今後の日程
平成 24 年９月７日
平成 24 年 11 月下旬（予定）
平成 24 年 12 月下旬（予定）

当社取締役会・基本合意書締結
当社およびヴァレオ社が FIV 株式をヴァレオ市光ホールデ
ィングスに譲渡
ヴァレオ社が、Valeo Shenyang, Ruby 及び Hubei Tech
Center の株式をヴァレオ市光ホールディングスに譲渡お
よび Valeo Hubei 株式の 15%を市光に譲渡

５．今後の見通し
本件が平成 25 年度 3 月期連結業績に与える影響は精査中ですが、軽微なものと見込んでお
ります。なお、今後の進捗状況に応じ精査のうえ開示すべきものがあれば、追って開示いた
します。
６．仏ヴァレオグループの概要
ヴァレオ社は、自動車部品、システムとモジュールの設計開発、生産、販売を専門とする独
立系の企業グループであり、CO2 排出量の削減に積極的に取り組んでいます。世界屈指の自動
車部品サプライヤーであるヴァレオ社は、28 カ国に 127 カ所の工場、21 カ所の研究センター、
40 カ所の開発センター、12 カ所の物流センターを構え、約 71,000 人の従業員を擁しています。
なお、ヴァレオ社の概要は次のとおりです。
≪ヴァレオ社≫ （平成 23 年 12 月末日現在）
(1)
会社名
ヴァレオ・エス・エー（Valeo SA）
43 rue Bayen-75848 Paris Cedex 17, France
(2)
所在地
(3)
代 表 者 の 役 CEO： ジャック・アッシェンブロー
職・氏名
(Chief Executive Officer： Jacques Aschenbroich)
(4)
事業内容
自動車部品、システム、モジュールの設計開発・生産・販売
(5)
資本金
238 百万ユーロ (連結ベース)
(6)
設立年月日
1923 年 2 月 10 日
(7)
純資産
2,080 百万ユーロ(連結ベース)
(8)
総資産
8,562 百万ユーロ(連結ベース)
(9)
大 株 主 お よ Fonds Stratégiques d’Investissements : 5.83%
び持株比率
Blackrock Inc.: 4.97%
Caisse des dépôts et consignations 3.04%
(10) 上 場 会 社 と 資本関係
当該会社ヴァレオ社は、当社議決権の 31.77%を間
当該会社と
接保有する親会社等で、当社はヴァレオ社の持分
の関係
法を適用されています。
人的関係
当社の取締役のうち３名の出向元親企業またはそ
のグループ企業はヴァレオ社もしくは当該会社ヴ
ァレオ社の子会社です。
取引関係
当社は当該会社との間には、記載すべき取引関係
はありません。
関 連当事 者へ 当該会社ヴァレオ社は、当社のその他の関係会社
の該当状況
に該当します。
７．
（参考）当期連結業績予想（平成 24 年５月 15 日公表）及び前期連結実績

当期予想
（平成 25 年３月期）
前期実績
（平成 24 年３月期）

売上高
85,500

営業利益
400

経常利益
3,300

87,839

2,905

4,426

単位：百万円
当期純利益
2,900
1,416
以

上

