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STMicroelectronicsから事業の一部譲受けに関するお知らせ 
 

当社の米国連結子会社であるMegaChips Technology America Corporation（以下、MegaChips 
America）は、STMicroelectronics（NYSE:STM、以下、ST）からのSmart Connectivity事業の譲受け
に関して契約を締結し、この度譲渡が完了しましたのでお知らせいたします。 

 

当社は、中長期の継続的な成長を目指し、グローバル事業を拡大することを目的として、2013年４

月１日に当社の連結子会社である川崎マイクロエレクトロニクス株式会社を吸収合併し、アメリカ、

中国、台湾、インドの海外拠点の体制整備を積極的に行なうと共に、将来の新たな事業の立ち上げ・

育成に取り組んでまいりました。 

今回はその一環として、2014年２月にMegaChips AmericaはSTとの間で、DisplayPort TM 技術に基

づくSmart Connectivity事業を譲り受けることに関する正式契約を締結し、移行期間を経た後、2014

年９月２日にメガチップスグループに完全に移管されました。 

これにより、商品開発及びマーケティングに従事する多くの従業員がMegaChips Americaに加わり

ました。このメンバーの中には、VESA（Video Standards Association:ビデオ周辺機器に関する業界

標準化団体）の中核メンバーも含まれており、今後、当社グループはDisplay Portの標準化活動を推

進することができ、同時に既存技術とのシナジーを図ることで、海外の大口顧客に対するより良いソ

リューションの提供が可能となります。 

引き続き、当社グループは、新しいアプリケーションを創造すると共に、システムソリューション

を提供し続けるグローバル企業として、今後も継続的に海外体制の強化を図り企業価値の向上を目指

します。 

 

【参考情報】 

MegaChips Americaのプレスリリースを添付いたします。 

 

 

【製品に関する問い合わせ】 

株式会社メガチップス 

東京事業所 営業統括部 

ＴＥＬ 03-3512-5080（代表） 

 

【報道関係、ＩＲ関係】 

株式会社メガチップス 

管理統括部 経営管理部 広報課 

ＴＥＬ 06-6399-2884（代表） 

 

以 上 
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【添付資料】Press Release 
 

MegaChips to acquire certain smart connectivity products based on  
DisplayPortTM technology from STMicroelectronics 

 
San Jose, Calif. September 16, 2014 – MegaChips Technology America Corporation (MegaChips 
America) announced that following the signature of an agreement with STMicroelectronics (NYSE: STM, 
“ST”) and final closing on September 2, it has acquired 9 smart connectivity products based on DisplayPort 
TM technology that ST decided to discontinue last year, along with its related assets, business and products 
in development. 
 
During the transition, ST and MegaChips ensured continuity of products and services to customers. A 
number of employees engaged in product development and marketing in relation to the acquired business 
from ST, joined MegaChips America. This group included Mr. Alan Kobayashi, currently the chair of 
VESA (Video Standards Association), who joined MegaChips America as a Fellow and Product 
Development Manager. 
 
“We believe this acquisition will strengthen MegaChips America’s ability to offer innovative solutions to its 
customers in high-speed digital connectivity,” said Koichi Akeyama, President of MegaChips America. 
“MegaChips America has been actively developing products that enable high-speed communications to 
bring multimedia to the home and the smart connectivity products based on DisplayPort technology will 
enable that content to be easily shared and played on a variety of systems.” 
 
“This acquisition positions MegaChips Corporation to promote DisplayPort standardization activity. In 
addition to leveraging synergy with its existing technologies, the company would be able to offer system-
level solutions and high-quality support to tier1 customers across the globe,” said Akira Takata, President 
and CEO of MegaChips Corporation. “MegaChips is currently one of the leading suppliers of ICs that are 
used in a wide variety of flat-panel displays such as TV’s, laptops and general signage.”  
 
About MegaChips Technology America Corporation (“MegaChips America”)  
MegaChips America is a wholly owned subsidiary of MegaChips Corporation(TSE 6875) headquartered in 
Osaka, Japan. MegaChips and MegaChips America are fabless LSIs companies, focused on the 
development of system LSIs and system products that incorporate original algorithms and architecture. 
Customers use MegaChips solutions for their office automation, networking and storage needs in a wide 
range of areas, including imaging, audio, home networking, security and communications environments. 
MegaChips America is headquartered in San Jose, California, with design centers at Osaka, Tokyo and 
Chiba in Japan and Bangalore in India of MegaChips Corporation. For more information, contact the 
company at 408-570-0555, or visit http://www.megachips.us. 
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【添付資料の抄訳】 

 

STMicroelectronics の DisplayPort TM 技術に基づく Smart Connectivity 事業買収の件 

 

（2014 年９月 16 日 カリフォルニア州サンノゼ） 

株式会社メガチップスの米国子会社である Megachips Technology America Corporation（以下、

MegaChips America）は、STMicroelectronics（以下、ST）との事業買収契約の締結及び９月２

日の事業移管完了により、ST が昨年撤退を決めた DisplayPort TM 技術に基づく９つの smart 

connectivity 製品を、関連する資産やビジネス及び開発中の製品と共に買収したと発表しまし

た。 

 

移行期間中、STとメガチップスは顧客に対して製品とサービスの切れ目のない供給を確実に行っ

てきました。製品開発及びマーケティングに従事する多くのSTの従業員がMegaChips Americaへ

移籍しました。移籍メンバーには、VESA（Video Standards Association:ビデオ周辺機器に関す

る業界標準化団体）の現在の会長であるAlan Kobayashi氏も含まれています。Kobayashi氏は

MegaChips AmericaにFellow兼製品開発マネージャーとして入社しました。 

 

MegaChips America社長の明山 浩一は、「本買収によりMegaChips Americaが高速デジタルコネ

クティビティ分野において、革新的なソリューションを顧客に提供できる能力を強化できると確

信する。MegaChips Americaはマルチメディアが各家庭で身近な存在になるべく、高速通信可能

な製品開発に積極的に取り組んできたが、DisplayPort技術に基づくsmart connectivity製品に

よって、様々なシステムでマルチメディアのコンテンツを共有し再生することが容易になるだろ

う。」と述べています。 

 

株式会社メガチップス社長の髙田 明は、「メガチップスは現在、TVやノートパソコン、デジタ

ルサイネージといった様々なフラットパネルディスプレイ向けのICを供給する代表的な半導体

メーカーの一社であるが、本買収により、メガチップスはDisplay Portの標準化活動を積極的に

推進できる立場に立てる。このため当社の既存技術との融合効果に加えて、全世界の一流顧客に

対して、システムレベルのソリューションと高度なサポートを提供できるようになる。」とコメ

ントしています。 

 

MegaChips Technology America Corporation（MegaChips America）について：  

MegaChips Americaは、日本・大阪に本社を置く株式会社メガチップスの100％子会社です。メガ

チップス及びMegaChips Americaは半導体ファブレスメーカーであり、独自のアルゴリズムと

アーキテクチャを有するシステムLSI製品とシステム製品の製造販売に注力しています。映像、

音声、ホームネットワーク、セキュリティから通信に至る多岐に渡る分野において、ＯＡ、通信、

ストレージといった様々な顧客のニーズにメガチップスのソリューションを提供し、お使いいた

だいています。MegaChips Americaは米国カリフォルニア州San Joseに本社を置き、日本の大阪、

東京、千葉及びインドのバンガロールに開発センターを有しています。詳細は、MegaChips 

America +1-408-570-0555へお電話又は http://www.megachips.us. をご参照ください。 

 

【日本語抄訳への注意事項】 

Press Release 本文については英文で開示しており、和訳はご参考のためだけでありますのでご留意ください。 

また、投資勧誘を意図するものではございません。記載された意見や予測等は作成時点のもので、正確性、完全

性を保証するものではなく、今後変化するさまざまな要因によって、予想とは異なることがありますことをご承

知おきください。 


