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平成 22 年 10 月 1 日 

各 位 
会 社 名  日本電産株式会社 
代表者名 代表取締役社長 永守 重信 
取 引 所 東証一部・大証一部（６５９４） 

ＮＹＳＥ（ＮＪ） 
問合せ先 広報宣伝部長 田村 徳雄 
Ｔ Ｅ Ｌ （０７５）９３５－６１５０ 

 
当社による米国 Emerson Electric Co.の Motors & Controls 事業の 

買収完了と新子会社概要 
 

日本電産株式会社 (以下、当社) は、10 月 1 日 (米国現地時間：9 月 30 日) に、Emerson Electric 
Co.の所有する Motors & Controls 事業 (以下、本事業) の買収を完了致しました。 

買収した会社は当社の子会社となりましたので、その概要についてお知らせ致します。又、買収した会

社を統括管理する為の持株会社として、本日、日本電産モータホールディングス株式会社を設立致しま

すので、併せてお知らせ致します。 
 
1. 新子会社概要 

① 会社名 
 日本：NIDEC MOTOR HOLDINGS CORPORATION  

(日本語社名) 日本電産モータホールディングス株式会社 
 米国：NIDEC MOTOR CORPORATION  

(日本語社名) 日本電産モータ株式会社 
 カナダ：NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION  

(日本語社名) カナダ日本電産モータ株式会社 
 メキシコ：Compania de Motores Domesticos, S.A. de C.V. * 
 メキシコ：Controles Electromecanicos de Mexico S.A. de C.V. * 
 メキシコ：Emerson Laminaciones de Acero de Monterrey, S.A. de C.V. * 
 メキシコ：Motores U.S. de Mexico, S.A. de C.V. * 
 メキシコ：U.S.E.M. de Mexico S.A. de C.V.  

                     （Motores U.S. de Mexico, S.A. de C.V.の子会社）* 
 メキシコ：Motores Reynosa, S.A. de C.V. * 
 メキシコ：Rotores, S.A. de C.V. * 
 英国：SR Drives Manufacturing Limited * 
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 英国：Switched Reluctance Drives Limited * 
 英国：Reluctance Motor Limited 

                    （Switched Reluctance Drives Limited の子会社） * 
* クロージング後に社名変更予定 

 
② 会社出資形態 

当社が一旦上記子会社群を 100%子会社化します。但し、メキシコ子会社につきましては、現

地法上、株主が最低 2 名必要である為、99.99%を当社が、残りの 0.01%(1 株)は米国子会社

が保有します。 
将来、上記海外子会社群を日本電産モータホールディングス株式会社へ移管する予定です。

時期等詳細が確定次第、改めてお知らせ致します。 
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③ 米国子会社 NIDEC MOTOR CORPORATION の概要 
事業運営は、米国子会社である同社が中核的役割を担い、その他の子会社の経営管理を行

います。 
1) 役員 

取締役会長 永守 重信 (当社 代表取締役社長兼 CEO) 
取締役  花岡 基悦 (当社 執行役員) 
取締役社長兼 CEO Patrick K. Murphy (パトリック・マーフィー) 
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経理担当副社長執行役員兼 CFO 
Elizabeth Miller (エリザベス・ミラー) 

副社長執行役員、ゼネラルカウンセル兼秘書役 
Mark D. Becker (マーク・ベッカー) 

        2) 所在地 
          8050 West Florissant Avenue St. Loius, MO 63136 USA 
    3) 設立日        平成 22 年 8 月 26 日 

 
④ 日本電産モータホールディングス株式会社の概要 

1) 役員 
  代表取締役会長    永守 重信 (当社 代表取締役社長兼 CEO) 
  取締役社長       Patrick K. Murphy (パトリック・マーフィー) 

(NIDEC MOTOR CORPORATION 取締役社長兼 CEO) 
  取締役          吉松 加雄 (当社 取締役常務執行役員) 
  取締役          花岡 基悦 (当社 執行役員) 
  監査役          浜田 忠章 (当社 取締役専務執行役員) 

2) 所在地 
  京都市南区久世殿城町 338 番地 

3) 設立日            平成 22 年 10 月 1 日 
 

2. 今後の運営方針、投資計画 

当社グループの家電用モータ事業に関しては、本年 1 月にイタリアの Sole Motors(現 日本電産ソ

ーレモータ)を買収することにより欧州における家電用モータ事業を強化して参りましたが、今後は北

米に強みを持つ本事業とのシナジー(開発、生産、販売)を最大限追求して参ります。又、当社グル

ープの既存の製品ラインナップに本事業の産業用大型モータ、セントラル方式の空調用の中型モー

タを加え、小型モータから大型モータまで幅広い顧客ニーズに応えて参ります。更に、本事業の有

する高度な制御技術を電気自動車(EV)用モータ等次世代製品の開発に活かし、当社グループの

車載用モータ事業の更なる成長を目指します。 
 

3.  今期の業績に与える影響 
今後の業績に与える影響につきましては、詳細が確定次第、東京証券取引所における開示原則に

基づき適切に公表し、業績予想の修正がある場合には改めてお知らせ致します。 

 
 

以 上 


