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平成２１年８月１２日 
各   位 

 会 社 名  第 一 交 通 産 業 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役社長 田中亮一郎 

（コード番号 ９０３５ 福証） 
 

子会社の事業譲渡に関するお知らせ 

 
 当社は、当社子会社である株式会社ミュンヘンオートの事業全部を、平成２１年９月１日をもって

株式会社ウイルプラスモトーレンに譲渡することで合意に達し、平成２１年８月１２日開催の当社取

締役会において決議のうえ、同日、事業譲渡契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 
 

記 

１． 事業譲渡の理由 

株式会社ミュンヘンオートは、当社の 100％子会社として昭和 59 年８月に設立され、独ＢＭＷの

日本法人ＢＭＷＪａｐａｎ の北九州エリアにおける正規ディーラーＫｉｔａｋｙｕｓｈｕＢＭＷとして、

ＢＭＷ車（後にＭＩＮＩ車を追加）の新車・認定中古車及びサービスセンター（整備）等の営業を

展開してまいりました。 

地方都市における高級輸入車の販売において、競合する国産高級車との間で、デザイン・居住性・

走行性能等における「こだわりや高級路線」による差別化をアピールするなど営業を推進してまい

りましたが、昨年秋以降の急激な景気の後退に伴い、本年４月末日でのＢＭＷ新車販売からの撤退

等の経営合理化を進めておりました。 

しかしながら、当社グループ事業の見直しの中で、北九州エリアでのＢＭＷブランドの更なる発

展のためには、販売ノウハウのある同業他社への譲渡が最良と判断し、今般、事業全部の譲渡を決

議いたしました。 

 

２． 当該子会社の概要（平成 21 年７月 31 日現在） 

商 号    株式会社ミュンヘンオート 

事 業 内 容    自動車の販売、整備、修理 

設立年月日          昭和５９年８月５日 

本店所在地          北九州市小倉北区馬借二丁目６番８号 

代 表 者          代表取締役 大塚  泉 

資 本 金    ４,５００万円 

従 業 員 数          正社員４８名 パート５名 

株        主    第一交通産業株式会社（100％） 
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３． 事業譲渡の内容 

      株式会社ミュンヘンオートの事業全部、事業譲渡期日現在における対象店舗の有形固定資産 

（土地建物等の不動産は除く）、敷金・保証金、商品在庫等とし、負債の譲渡は行いません。 

譲渡価額は、事業譲渡日の資産を基準に、今後両社協議の上決定します。 

      事業拠点：新車（MINI 小倉・MINI 福岡西）、認定中古車（BMW ﾌﾟﾚﾐｱﾑｾﾚｸｼｮﾝ北九州） 

整備（KitakyushuBMW ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）、修理（ﾀﾞｲｲﾁﾎﾞﾃﾞｨ） 

      従業員は、全員新会社へ入社予定。 

 

４．譲渡先の概要 

商        号     株式会社ウイルプラスモトーレン「WILLPLUS Motoren Co.,Ltd」 

事 業 内 容     自動車の販売、整備、修理 

設立年月日           平成２１年５月２１日 

本店所在地           東京都大田区南千束１－３－８ 

代 表 者           代表取締役 成瀬隆章 

資 本 金     ５,０００万円 

株        主     株式会社ウイルプラス（100％） 

    ※ウイルプラスホールディングス グループについては（別紙）を参照願います。 

 

５．日程 

 平成２１年８月１２日   事業譲渡契約書締結 

 平成２１年９月  １日   事業譲渡期日（予定） 

 

６．今後の見通し 

上記子会社の事業譲渡に伴い連結財務諸表に重要な影響を及ぼすことはありません。なお、平成

22 年３月期の連結業績予想に対する影響は、現在集計作業中であり、修正の必要な場合は改めてご

報告させていただきます。 

 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本件に関するお問合せ先 

（第一交通産業株式会社） 

     総務部広報担当 電話：０９３－５１１－８８１１ 

（株式会社ウイルプラス） 

経営管理本部 企画部 電話：０３－３７２９－４３０１ 
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                                                                 （別紙） 
 
 ウイルプラス ホールディングス                               

 
 
当社は、輸入車ブランドのナンバーワン、オンリーワン集団を目指し、2007 年 10 月に設立いたし

ました。 
 クライスラー全国 NO.１のディーラーである株式会社福岡クライスラー。42年の歴史を持つ旧近鉄
モータースの流れを汲むフォードのディーラーの株式会社フォーピラーズ、そしてアルファロメオ全

国 NO.1のディーラーであるチェッカーモータース株式会社を傘下に持つ持株会社でございます。 
 株式会社福岡クライスラーは、ダイムラークライスラー日本株式会社での６年連続優秀販売店賞受

賞、更に昨年は最優秀販売店賞を受賞いたしました。また、米国クライスラー社 世界優秀ディーラー
表彰、アンバサダークラブ 3 年連続獲得。これは世界でも数社しかございません。また現在の当社の
日本でのクライスラー車の販売シェアは約２５％でございます。 
 また、株式会社フォーピラーズは、輸入車ディーラーでありながら、USAフォード リンカーン タ
ウンカーの日本唯一の輸入インポーター事業を行っており日本自動車輸入組合正会員です。また、フ

ォードジャパン正規輸入車のフォードマスタングを日本仕様に改善対策・通関業務を行う PDI 事業、
自動車部品の卸売りを行うパーツ事業と、当社独自の日本のカービジネスにおいて他に類を見ない複

合的な企業でございます。 
 そして、チェッカーモータース株式会社では、イタリア車として 90年以上の歴史を持つフィアット
とアルファロメオの正規ディーラーとして、7年連続販売台数日本一というご評価をいただいておりま
す。現在の当社の日本でのフィアット車・アルファロメオ車の販売シェアは約１５％でございます。

また新たに今年２月、FIAT 社の新しいブランド アバルトを開始し、当社のアバルト車の販売シェア
は約４５％となっております。 
 我々、株式会社ウイルプラスホールディングスは様々なこの強みを生かし、輸入車のある生活を提

案し、より多くのお客様と豊かさ・楽しさ・喜びをを分かち合い、関わるすべての人々を温かい笑顔

に変えていく挑戦を続けていくことをお約束いたします。 
 

株式会社ウイルプラスホールディングス 会社概要 
会社名    株式会社 ウイルプラスホールディングス 
経営陣    代表取締役社長  成瀬 隆章 
       取締役      齊田 勇 
       取締役      長澤 宏昭 
       取締役      上田 研一 
       取締役      飯沼 良介 
       取締役      長谷川 博史 
       取締役      堀江 聡寧 
       取締役      飯沼 良介 
       監査役      今泉 智幸 
 
本社     東京都大田区上池台 1-20-8 
代表電話   03-3729-4301 
設立     2007年 10月 
グループ社員 194名（2009年 8月） 
店舗数    福岡クライスラー                4店舗 
       フォーピラーズ                 2店舗 
       チェッカーモータース               9店舗 
       ウイルプラスホールディングス グループ   合計 15店舗 
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株主構成   成瀬 隆章 
       オート・ビジネス再編２号投資事業有限責任組合 

無限責任組合員 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社・住商オートインベストメント株式会社 

       アント・カタライザー2号投資事業有限責任組合 
        無限責任組合員 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 

       長澤 宏昭 
       齊田 勇 
 

 沿革 
１９９７年１月  会社設立  資本金 5,000万円 本社 北九州市小倉北区 
         福岡社屋完成、西日本地区最初の正規ディーラーとしての営業開始 
１９９９年１月  クライスラーサービス（ファイナンス部門） 優秀販売店賞 受賞 
     ５月   グランドチェロキー2000年モデルプレス向け発表会を福岡で全国初開催（首都圏以外では全国

初） 
２００１年１月  クライスラーサービス（ファイナンス部門） 優秀販売店賞 受賞 
２００２年１月  認定中古車センター開設（本社併設） 
     ４月  本社を福岡市博多区へ移転 
２００３年１月  ダイムラークライスラーサービス（ファイナンス部門） 優秀販売店賞 受賞 
２００４年１月  ダイムラークライスラー日本 優秀販売店賞 受賞 
         ダイムラークライスラーサービス（ファイナンス部門） 優秀販売店賞 ５年連続受賞 
２００５年１月  ダイムラークライスラー日本 優秀販売店賞 ２年連続受賞 
         ２００４年度 新車販売 マーケットシェアー達成率 全国１位 
         ダイムラークライスラーサービス（ファイナンス部門） 優秀販売店賞３年連続受賞 
     ７月  クライスラージープ大田 東京都大田区上池台に開設 
２００６年１月  ダイムラークライスラー日本 優秀販売店賞 ３年連続受賞 
         世界優秀販売店賞（アンバサダークラブ） 受賞 
２００７年１月  ダイムラークライスラー日本 最優秀販売店賞（国内第１位） 初受賞 

世界優秀販売店賞（アンバサダークラブ）受賞 
     ６月  『ダッジ』日本発売開始 店舗名『クライスラー・ジープ・ダッジ』へ変更 
         クライスラー・ジープ・ダッジ久留米 福岡県久留米市東合川に開設 
     ８月  株式会社 フォーピラーズ（ＦＯＲＤ新東京）完全子会社化 
    １０月  持株会社 株式会社ウイルプラスホールディングス 設立 
２００８年１月  ダイムラークライスラー日本 優秀販売店賞 ５年連続受賞 
         世界優秀販売店賞（アンバサダークラブ） 受賞 
     ７月  チェッカーモータース株式会社 完全子会社化 
     ９月  アルファロメオ田園調布 サービス工場を東京都世田谷区上野毛より大田区南千束へ移転 
    １２月  ＦＩＡＴ ＣＡＦＦＥ 東京都港区青山に開設 
２００９年１月  クライスラー日本 優秀販売店賞受賞 ６年連続受賞 
          最優秀販売店賞 クライスラー・ジープ・ダッジ福岡 
          優秀販売店賞  クライスラー・ジープ・ダッジ久留米 
          優秀販売店賞  クライスラー・ジープ・ダッジ大田         
２００９年２月  ＡＢＡＲＴＨ東京 東京都大田区南千束に開設 
     ７月  クライスラー日本より直営店『クライスラー・ジープ世田谷』『クライスラー・ジープ横浜』

の事業を継承 
     ７月   既存店クライスラー・ジープ・ダッジ大田とクライスラー・ジープ世田谷を統合し、東京都

世田谷区上野毛に、クライスラー・ジープ・ダッジ世田谷を開設 
         神奈川県横浜市保土ヶ谷区にクライスラー・ジープ・ダッジ横浜を開設 
     ８月  株式会社 フォーピラーズ（Ｆｏｒｄ新東京）を東京都大田区久が原より大田区上池台へ移転 
 


