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オムロンオートモーティブエレクトロニクス株式会社の
株式取得等に関する譲渡契約締結のお知らせ

日本電産株式会社（以下、「当社」）は 2019 年 4 月 16 日（日本時間）開催の取締役会において、オムロ
ン株式会社（以下、「オムロン」）から、自動車向け車載電装部品の製造・販売を手掛けるオムロンオートモー
ティブエレクトロニクス株式会社（以下、「オムロンオートモーティブエレクトロニクス」）の株式の取得（以下、
「本株式取得」）等を決議し、2019 年 4 月 16 日付（日本時間）でオムロンと本株式取得等に係る譲渡契約を
締結致しましたので、お知らせ致します。
1． 本株式取得等の理由
当社は、車載用モータ事業を主要戦略事業の 1 つと位置づけ、今後急速な拡大が見込まれる車載モー
タ市場に向け積極的に取り組んでおります。特に、自動車業界の潮流である「電動化」、「自動運転」のニ
ーズに迅速に応えるべく、電動パワーステアリング（EPS）用モータ、電動ブレーキ用モータ等と電子制御
ユニット（ECU）とのモジュール化製品、並びに、今後市場で大きな伸びが期待される EV 用トラクションモ
ータシステム等に力を入れております。今後も、世界規模の環境・エネルギー問題への対応として、電動
化の流れはますます加速するものと捉えており、2014 年にグループ入りした ECU メーカーの日本電産
エレシスとともに、より多くの電動化製品を生み出すべく研究開発を推進しております。
オムロンオートモーティブエレクトロニクスは、センシング＆コントロール技術を核とした制御機器やシス
テム、電子部品等に強みを持つオムロングループの子会社として、車載用エレクトロニクス製品の研究開
発及び製造販売を行っております。特に、ボディ制御システム、モータ制御 ECU、電源制御等の領域にて、
市場の電動化・電装化ニーズに応えた優れた製品を数多く創り出しております。本株式取得を含む本取
引（以下に定義します）を通じて、オムロンオートモーティブエレクトロニクスの ECU をはじめとした各種エ
レクトロニクス製品と当社グループのモータ、ポンプ、ギア等を組み合わせることにより、新たなモジュー
ル化製品、システム製品を生み出していくことが可能になります。
さらに、日本電産エレシス及びオムロンオートモーティブエレクトロニクスの両社は、ADAS（Advanced
Driver Assistance System）領域で補完関係にあり、両社のシナジーは非常に大きいと期待しております。
特に、日本電産エレシスは電波レーダー及びカメラ関係製品に強みをもっており、オムロンオートモーティ
ブエレクトロニクスはレーザーレーダー及びドライバモニターシステム関係製品に強みをもっているため、
両社の製品群を足し合わせることで、将来の自動運転のためのセンサー製品群がほぼ揃う形となります。
本取引後は、日本電産グループの中で両社が協力し、自動運転技術をサポートする多様なセンサー製品
群を提供していけるようになるものと期待しております。
2． オムロンオートモーティブエレクトロニクスの概要
（1） 名称
オムロンオートモーティブエレクトロニクス株式会社
（2） 所在地

愛知県小牧市大草年上坂 6368 番地

（3） 代表者の役職・氏名

代表取締役社長 和田 克弘

（4） 事業内容

自動車向け車載電装部品の製造・販売

（5） 資本金

5,000 百万円
（2018 年 9 月 30 日現在）
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（6） 設立年月日

2010 年 5 月 6 日

（7） 大株主及び持株比率

オムロン株式会社 100%

（8） 当社と当該会社との間の関係

資本関係

該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

（9） 当該会社の最近 3 年間の単体経営成績及び単体財政状態
決算期

2016 年 3 月期

2017 年 3 月期

2018 年 3 月期

純資産

25,176 百万円

24,067 百万円

26,480 百万円

総資産

38,921 百万円

37,314 百万円

40,357 百万円

1 株当たり純資産

252 千円

241 千円

265 千円

売上高

39,208 百万円

36,727 百万円

36,327 百万円

経常利益

2,834 百万円

685 百万円

1,092 百万円

当期純利益

552 百万円

769 百万円

3,610 百万円

1 株当たり当期純利益

6 千円

8 千円

36 千円

（ご参考）オムロン車載事業の最近 3 年間の経営成績及び財政状態
決算期

2016 年 3 月期

2017 年 3 月期

2018 年 3 月期

売上高

140,546 百万円

132,562 百万円

133,186 百万円

セグメント利益

7,342 百万円

7,127 百万円

5,816 百万円

資産

76,421 百万円

81,024 百万円

89,048 百万円

なお、本株式取得により、オムロンオートモーティブエレクトロニクスの子会社も当社の子会社等となりま
す。また、当社は、本株式取得と同時に、当社又はその子会社において、オムロンの子会社である
OMRON AUTOMOTIVE ELECTRONICS de Mexico, S. de R.L. de C.V.（以下、「OAX」）及び
OMRON COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.（以下、OAX とあわせて「取得対象海外子会社」）
の株式等を取得することで取得対象海外子会社も当社の子会社等とするとともに、オムロンの子会社で
ある OMRON VIETNAM CO., LTD.、PT. OMRON MANUFACTURING OF INDONESIA 及び
OMRON HONG KONG LTD.の車載電装部品事業（以下、あわせて「取得対象海外事業」）についても
譲り受けます（以下、本株式取得並びに取得対象海外子会社の株式等の取得及び取得対象海外事業の
譲受けを総称して、「本取引」）。
（ご参考）取得対象海外子会社である OAX については、他のオムロンオートモーティブエレクトロニクスの子
会社等に比して売上高等が大きいため、以下のとおり同社の概要を記載いたします。
OMRON AUTOMOTIVE ELECTRONICS de Mexico, S. de
（1） 名称
R.L. de C.V.
Av. Paraiso No.344 Parque Industrial y de Negocios Las
（2） 所在地
Colinas Silao, Guanajuato C.P. 36270 Mexico
（3） 代表者の役職・氏名
代表取締役社長 Randy Wara
（4） 事業内容

自動車向け車載電装部品の製造

（5） 資本金

1,115 百万メキシコペソ

（6） 設立年月日

2008 年 2 月 25 日
OMRON Mexico, S.A. de C.V. 99%
オムロンオートモーティブエレクトロニクス株式会社 1%

（7） 出資者及び出資比率

（8） 当社と当該会社との間の関係

資本関係

該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

取引関係
該当事項はありません。
（9） 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態（単体）
単位：百万メキシコペソ
決算期
2015 年 12 月期
2016 年 12 月期
2017 年 12 月期
219
688
1,166
純資産
総資産

403

1,649

1,798

売上高

488

2,959

3,767
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経常利益

18

10

130

当期純利益

14

△50

119

3． 株式取得等の相手先の概要
（1） 名称

オムロン株式会社

（2） 所在地

京都市下京区塩小路通堀川東入

（3） 代表者の役職・氏名

代表取締役社長 CEO 山田 義仁

（4） 事業内容

制御機器・FA システム、電子部品、ヘルスケアなどの研究開発・
製造・販売

（5） 資本金

64,100 百万円（2018 年 12 月 31 日現在）

（6） 設立年月日

1948 年 5 月 19 日

（7） 連結純資産

515,837 百万円（2018 年 12 月 31 日現在）

（8） 連結総資産

732,983 百万円（2018 年 12 月 31 日現在）

（9） 大株主及び持株比率
（2018 年 9 月 30 日現在）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）（5.85%）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）（4.44%）
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223
（3.37%）
株式会社京都銀行（3.37%）
株式会社三菱 UFJ 銀行（2.45%）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 5）（1.98%）
JP MORGAN CHASE BANK 385151（1.95%）
MOXLEY AND CO LLC（1.95%）
JP MORGAN CHASE BANK 385632（1.83%）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 7）（1.80%）

（10） 当社と当該会社の関係

資本関係

該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

関連当事者への
該当状況

該当事項はありません。

4． 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
本譲渡契約に従い、オムロンの所有するオムロンオートモーティブエレクトロニクスの全株式（異動後所
有株式数：100,000 株、議決権数：100,000 個、議決権所有割合：100%）を取得するとともに、オムロン及び
オムロンオートモーティブエレクトロニクスが直接又は間接に所有する OAX の全持分を含む取得対象海外
子会社の株式等の全部を譲り受けます。
取得価額（本株式取得に加え OAX を含む取得対象海外子会社の株式等及び取得対象海外事業の譲
受け対価に相当する部分を含んだ本取引の対価の合計額）は、約 1,000 億円を予定しております（注）。
（注）なお、取得価額は、財務数値等を含む本譲渡契約記載の条件に基づき最終決定される予定であり、
上記の金額から変動する可能性があります。
5． 日程
（1） 取締役会決議日

2019 年 4 月 16 日

（2） 契約締結日

2019 年 4 月 16 日

（3） 本取引実行日

2019 年 10 月末頃を想定（各競争規制当局からの認可取得状況によっ
ては、本取引の実行が遅れる可能性があります。）

6． 今後の見通し
今期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
き適切に公表致します。
以上
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