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持分法適用関連会社の異動（連結子会社化）に関するお知らせ 
 

当社は、平成 22 年 8 月 27 日、当社の持分法適用関連会社である Kokusai Electric Korea Co., Ltd. 

（所在地：韓国、韓国 KOSDAQ 上場）を連結子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．異動する理由 

当社の持分法適用関連会社であるKokusai Electric Korea Co., Ltd.（以下、KEK社）は、当社の韓国

における半導体製造装置の販売代理店であり、当社ライセンスによる一部装置の製造、及び納入した

装置の保守・サービスを委託しています。 

KEK 社の経営への一層の関与を強め、当社との運営方針や事業戦略の一体化を推進することで、

当社にとって重要な韓国市場における事業拡大を図るために、KEK 社の筆頭株主である李吉宰氏 

（同社理事 会長）より株式の譲渡を受け、同社を連結子会社化することといたしました。 

 

２．異動の方法 

当社は李吉宰氏より、平成 22 年 9 月 30 日までに発行済株式総数の 25％に相当する 2,463,000 株

を譲り受けることにより、KEK 社の株式（議決権）51.7％を所有することとなり、KEK 社を持分法適用関連

会社から連結子会社といたします。 

なお、当社によるKEK社の子会社化は韓国国内の「独占規制及び公正取引に関する法律」に基づく

企業結合申告の対象であるため、株式の譲受け及び子会社化は韓国公正取引委員会において適法

の判断を受けることを条件として行います。 

 

３．異動する子会社（KEK 社）の概要 

(１)名称  Kokusai Electric Korea Co., Ltd. 

(２)所在地 大韓民国忠清南道天安市西北区車岩洞 4-2 

(３)代表者の役職・氏名 共同代表理事 社長 張在永 

共同代表理事 副社長 鈴木哲夫 

(４)事業内容 半導体製造装置の製造、販売、保守、据付 

(５)資本金 4,926 百万ウォン（約 344 百万円） 

(６)設立年月日 平成 5 年 5 月 24 日 

(7)発行済株式総数 9,852,000 株（平成 22 年 3 月 31 日現在） 
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(8)大株主構成及び持株比率 

（平成 22 年 3 月 31 日現在） 
李吉宰 

当社 

機関投資家 

従業員持株会 

その他株主 

2,717,731 株（27.6%） 

2,628,000 株（26.7%） 

1,391,693 株（14.1%） 

38,042 株（ 0.4%） 

3,076,534 株（31.2%） 

資本関係 当社は KEK 社の発行済株式総数の 26.7％に相当する

2,628,000 株を保有しています。 

（平成 22 年 8 月 27 日現在） 

人的関係 当社の社員 2 名が KEK 社の役員（登記上）に就任していま

す。 

(9)上場会社と当該会社 

との間の関係 

取引関係 KEK 社は、当社の韓国における半導体製造装置の販売

代理店であり、当社ライセンスによる一部装置の製造、及

び納入した装置の保守・サービスを委託しています。 

(10)当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（個別） 

決算期 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 平成 22 年 3 月期 

純資産 54,431 百万ウォン

3,810 百万円

46,533 百万ウォン 

3,257 百万円 

51,764 百万ウォン

3,623 百万円

総資産 83,235 百万ウォン

5,826 百万円

53,891 百万ウォン 

3,772 百万円 

84,847 百万ウォン

5,939 百万円

１株当たり純資産 5,524 ウォン

386 円

4,723 ウォン 

330 円 

5,254 ウォン

367 円

売上高 113,467 百万ウォン

7,942 百万円

30,058 百万ウォン 

2,104 百万円 

79,365 百万ウォン

5,555 百万円

営業利益 13,618 百万ウォン

953 百万円

256 百万ウォン 

17 百万円 

4,928 百万ウォン

344 百万円

経常利益 15,329 百万ウォン

1,073 百万円

2,127 百万ウォン 

148 百万円 

7,446 百万ウォン

521 百万円

当期純利益 11,751 百万ウォン

822 百万円

1,953 百万ウォン 

136 百万円 

6,458 百万ウォン

452 百万円

１株当たり当期純利益 1,192 ウォン

83 円

198 ウォン 

13 円 

655 ウォン

45 円

１株当たり配当金 1,000 ウォン

70 円

---ウォン 

---円 

400 ウォン

28 円

注：日本円は 1 ウォンを 0.07 円として算出、少数点以下切捨 

 

４．株式取得の相手先の概要 

(１)氏名 李吉宰 

(２)住所 大韓民国ソウル特別市陽川区 

(３)上場会社と 

 当該個人の関係 

当該個人は、当社の持分法適用会社である当該会社（KEK社）の理事 

会長に就任しています。 
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５．所有株式数、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 2,628,000 株 

（所有割合：26.7％） 

(2)取得株式数 2,463,000 株 

（取得価額：26,610 百万ウォン  1,862 百万円） 

(3)異動後の所有株式数 5,091,000 株 

（所有割合：51.7％） 

注：日本円は 1 ウォンを 0.07 円として算出、少数点以下切捨 

 

６．日程 

(１)契約締結日 平成２２年８月２７日 

(２)株券引渡期限 平成２２年９月３０日 

 

７．今後の見通し 

今回の連結子会社化が当社の平成 23 年 3 月期連結業績に与える影響につきましては、現在精査中

ですので、平成 22 年 10 月に公表予定の平成 23 年 3 月期 第 2 四半期決算短信における連結業績

予想に織り込んで開示いたします。 

以上 
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