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平成 27 年 1 月 30 日 

各 位 
会 社 名 株式会社 JVC ケンウッド 
代表者名 代表取締役会長 兼 CEO 河原 春郎 
 （コード番号 6632  東証第一部） 
問合せ先 取締役 兼 CSO 田村 誠一 
 （TEL  045-444-5232） 

 
欧州の車載用部品事業会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

当社は、今後の成長戦略の中核を担うカーエレクトロニクス事業のOEM 事業における純正部門の拡大を加

速するため、本日開催の取締役会において、主に欧州の主要自動車メーカーに車載用スピーカーやアンプ、ア

ンテナなどの車載部品を納めるASK Industries S.p.A.（以下、「ASK 社」という。）が発行する全株式を取得

し、完全子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

1. 株式の取得の理由 
当社では、市場縮小が続く民生事業から今後の成長が期待されるカーエレクトロニクス事業や業務用（B 

to B）事業へ、また既存事業から次世代事業へと社内リソースのシフトを進めています。その中でカーエレ

クトロニクス事業においては、高評価を受けた市販モデルの転用により用品（ディーラーオプション）部門

が拡大するとともに、車載用 CD／DVD メカニズムを手掛ける香港のシンワ社の子会社化や車載用光学デバ

イスも好調に推移するなど、カーエレクトロニクス事業における OEM 事業の比率は、平成 26 年 3 月期には

約 43%にまで増加しました。加えて、OEM 事業のさらなる飛躍に向け、次世代事業開発などを通じ、自動

車メーカー向け純正部門の成長にも注力しております。 

 

この度、自動車メーカー向け純正部門の成長を加速するため、自動車メーカーにTier1（一次請け）として

車載用部品を納めるASK 社を子会社化することといたしました。 

ASK 社は、1967 年の創業以来、車載用スピーカー、アンプ、アンテナおよびケーブルなどの開発・生

産・販売を手掛ける、イタリアに本社を置く車載用部品メーカーです。ASK 社の主要取引先は、フォルクス

ワーゲングループやダイムラーグループ、フィアットグループ、BMW といった欧州の主要自動車メーカー

や B&O（バング&オルフセン）などのオーディオ関連機器メーカーなどで、Tier1 として長年にわたり強固

なパートナーシップを築いており、主力の欧州における自動車メーカー向け車載用スピーカー市場では第 2

位のシェアを有する企業です。 

 

今回の ASK 社の子会社化により、当社の OEM 事業における純正部門が拡大するとともに、ASK 社が有

する欧州を中心とした主要な自動車メーカーとの強固なパートナーシップや販路を獲得することで、当社が

これまで十分に提案機会を獲得できていなかったこれら取引先に対し、カーナビゲーションシステムやカー

オーディオを中心とするカーエレクトロニクス関連システムや車載用 CD／DVD メカニズムの提案が可能と

なります。また、ASK 社製品のみならず当社製品との統合システムの提案などにより、純正部門拡大へのさ

らなる貢献が見込まれます。 

加えて、当社が次世代事業として開発に注力している「革新的先進運転支援システム」の事業領域におい

て、ヘッドアップディスプレイや車載用フル HD カメラ、電子メーター、電子ミラーなどを含むデジタル

コックピットシステムの商用化の促進も期待できます。 

一方、ASK 社にとっては、当社が有する国内の自動車メーカーとの強固なパートナーシップや販路を活用

することで、同社が手がける車載用スピーカーやアンプなどの車載用部品の販路の拡大が可能となるだけで

なく、当社の開発・技術・生産との協業により、先進技術の事業化の加速や、生産コストの削減および生産

の効率化が図られ、連結業績の向上が期待できます。 
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2. 異動する子会社（ASK Industries S.p.A.）の概要 
（1）名称 ASK Industries S.p.A. 

（2）所在地 Via dell'Industria, 12, I-60037 Monte San Vito (AN), Italy 

（3）代表者の役職・氏名 CEO Ruggero Marchetti 

（4）事業内容 カーエレクトロニクス関連製品（スピーカー、アンプ、アンテナ、ケーブ

ル）の開発・製造・販売 

（5）資本金 

 

581,018 ユーロ（85,142,378 円） 

※1 ユーロ＝146.54 円（平成 26 年 12 月末の為替レート）で換算しております。 

（6）設立年月日 1967 年 12 月 9 日 

（7）大株主および持株比率 Maria Isabella Olivieri 27.6% 

Paolo Tontini 22.8% 

Carlo Sancisi 11.1% 

Loretta Sancisi 11.1% 

Paola Sancisi 11.1% 

Luigi Perasso 8.2% 

Giorgio Tontini 8.2% 

（8）上場会社と当該会社と

の間の関係 

資本関係 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。また、当社の関係者および関係会社と

当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆す

べき資本関係はありません。 

人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係は

ありません。また、当社の関係者および関係会社と

当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆す

べき人的関係はありません。 

取引関係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係は

ありません。また、当社の関係者および関係会社と

当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆す

べき取引関係はありません。 

（9）当該会社の 近 3 年間の連結経営成績および連結財政状態 

※1 ユーロ＝146.54 円（平成 26 年 12 月末の為替レート）で換算しております。 

決算期 平成 24 年 12 月期 平成 25 年 12 月期 平成 26 年 12 月期 

   （監査前） 

連結純資産 3,738 百万円 3,676 百万円 4,331 百万円

連結総資産 13,559 百万円 15,219 百万円 18,103 百万円

1 株当たり連結純資産 3,322,615 円 3,267,647 円 3,849,344 円 

連結売上高 17,373 百万円 19,921 百万円 21,614 百万円

連結営業利益 323 百万円 489 百万円 935 百万円

連結税引前当期純利益 64 百万円 194 百万円 554 百万円

連結当期純利益 13 百万円 82 百万円 424 百万円

１株当たり連結当期純利益 11,723 円 73,075 円 376,722 円 

１株当たり配当金 － 円 － 円 － 円 

 
3. 株式取得の相手先 

名称 Maria Isabella Olivieri 

取得株式数（比率） 310 株（27.6%） 

上場会社と当該取得先との

間の関係 

当社と当該取得先の間には、現在、出資関係、人的関係、取引関係はありま

せん。 
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名称 Paolo Tontini  

取得株式数（比率） 256 株（22.8%） 

上場会社と当該取得先との

間の関係 

当社と当該取得先の間には、現在、出資関係、人的関係、取引関係はありま

せん。 

 
名称 Carlo Sancisi 

取得株式数（比率） 125 株（11.1%） 

上場会社と当該取得先との

間の関係 

当社と当該取得先の間には、現在、出資関係、人的関係、取引関係はありま

せん。 

 
名称 Loretta Sancisi 

取得株式数（比率） 125 株（11.1%） 

上場会社と当該取得先との

間の関係 

当社と当該取得先の間には、現在、出資関係、人的関係、取引関係はありま

せん。 

 
名称 Paola Sancisi 

取得株式数（比率） 125 株（11.1%） 

上場会社と当該取得先との

間の関係 

当社と当該取得先の間には、現在、出資関係、人的関係、取引関係はありま

せん。 

 
名称 Luigi Perasso 

取得株式数（比率） 92 株（8.2%） 

上場会社と当該取得先との

間の関係 

当社と当該取得先の間には、現在、出資関係、人的関係、取引関係はありま

せん。 

 
名称 Giorgio Tontini 

取得株式数（比率） 92 株（8.2%） 

上場会社と当該取得先との

間の関係 

当社と当該取得先の間には、現在、出資関係、人的関係、取引関係はありま

せん。 

 
4. 取得株式数および取得前後の所有株式の状況 
（1）異動前の所有株式数 －株 

（議決権の数：－個） 

（所有割合：－%） 

（2）取得株式数 1,125 株 

（議決権の数：1,125 個） 

（発行済株式数に対する割合：100.0％） 

（ASK 社株式の取得価額は 25.1 百万ユーロ＜3,678 百万円＞であり、当社

自己資金を充当いたします。） 

※1 ユーロ＝146.54 円（平成 26 年 12 月末の為替レート）で換算しておりま

す。 

（3）異動後の所有株式数 1,125 株 

（議決権の数：1,125 個） 

（所有割合：100.0%） 
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5. 日程 
平成 27 年 1 月 30 日 株式譲渡契約締結 

平成 27 年 4 月（予定）  株式取得（子会社化）の実行 

 

6. 今後の見通し 
上記 5．日程 のとおり、平成 27 年 4 月を目処に全株式を取得する予定です。なお、本件にともなう来期

の当社業績への影響については、確定次第お知らせいたします。 

 

以 上 


