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米 Mad Catz、Saitek® シミュレーション製品ラインを
Logitech 社に売却

米国時間 2016 年 9 月 15 日 米国カリフォルニア州サンディエゴ発 - 米 Mad Catz
Interactive, Inc. (以下 Mad Catz) (NYSE MKT: MCZ)、革新的なエンターテインメント製品
の世界大手メーカー、（日本法人: マッドキャッツ株式会社）は、本日 Saitek ブランドおよ
び Saitek 製品ラインのフライト、スペース、ファームシミュレーションゲームコントローラ
ーの資産を Logitech International S.A. (以下、Logitech) (Nasdaq: LOGI)に$13Mil.の現
金で売却したことを発表しました。
Mad Catz は、米国時間 2016 年 9 月 15 日付けにて Logitech 社と締結した資産買入契約書に
基づき、計$13Mil の現金を受領しました。うち$11Mil.については契約締結時に支払われ、
$2Mil.については条件付捺印証書における締め切り後調整または請求目的で預け入れられま
した。Mad Catz が売却した資産には、商標、設備や機材、在庫、テクニカルデータ、記録の
他、Saitek ブランドのフライト、スペース、ファームシミュレーションコントローラーをデ
ザイン、製造、マーケティング、流通するために必要な書類も含まれます。更に 8 名の研究
開発担当者は Logitech 社からの雇用申し出に応じました。
Mad Catz 社の社長兼 CEO の Karen McGinnis（カレン・マクギニス）は、「慎重で綿密な過程
を経て、我々は今回の Logitech 社への売却が Mad Catz にとって魅力的な事業環境を与える
と共に、Saitek フライト、スペース、ファームシミュレーションコントローラー製品ライン
にとって確かな価値を与えることができると確信しました。我々は Logitech 社の様な会社に
売却できたことを嬉しく思います。Logitech 社は、Saitek を次の成長の段階に導き、且つフ
ライトシミュレーションコミュニティーのサポートを万全にして強力に受け入れられるもの
と考えています。弊社は、2007 年の Saitek 買収に引き続いて開発を始め、現在は Mad Catz
ブランドにて世界的に展開しているマウス・キーボードなどの製品を引き続き展開していき
ます。」
「弊社取締役会とマネジメントチームは、株主価値の向上に最重点を置いています。今回の
売却は我々が現在行っている財務状況と運転資本の改善活動の一環であり、Mad Catz と
TRITTON ブランドのビジネスをよりサポートして成長させることができるものと確信してい
ます。我々は会社運営をより戦略的にすべく、資源のより効率的な行使を通して事業戦略の
進化を継続しており、先に実施した全社構造改革に加えて、今回行った Saitek ブランドと製
品ラインの売却は財務状況の改善と株主価値を改善する結果に結びつくものと考えていま
す。」
今回の取引は、中立的な立場の取締役のみで構成された取締役会の特別委員会から推奨され、
取締役会全員の承認を得ています。Wedbush Securities が Mad Catz に対する財務アドバイ
ザーを務め、本取引を繋げると共に、Stout Risius Ross Advisors から公正意見書が提出さ
れています。

マッドキャッツについて
Mad Catz Interactive, Inc. (NYSE MKT: MCZ) は、Mad Catz(ゲーミング)、TRITTON(オーディオ)の各ブランドを
中心に、革新的でインタラクティブなエンターテインメント製品の数々を全世界に供給しています。
マッドキャッツは、北米、ヨーロッパ、アジアの各地域に拠点を持ち、主要な販売店にてインタラクティブなエン
ターテインメント商品を販売しています。その他の情報につきましては、 www.madcatz.com をご覧ください。
マッドキャッツ株式会社は、Mad Catz Interactive, Inc.の日本法人です。www.madcatz.co.jp
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報道関係者からのお問い合わせ先：マッドキャッツ 松浦
Tel：03-6313-2289 / Email: jpmedia@madcatz.com
一般の方のお問い合わせ先：マッドキャッツ カスタマーセンター
Tel: 0570-00-2289 / Email: jpsupport@madcatz.com
（月曜 - 金曜、午前 10 時 - 正午、午後 1 時 – 午後 5 時、土日祝日会社休業日を除く）
ソーシャルメディア
マッドキャッツ Web サイト: www.madcatz.co.jp/
公式ツイッター: http://twitter.com/MadCatzJP/
公式フェイスブック: www.facebook.com/madcatz.japan/
本社 YouTube アカウント: www.youtube.com/madcatzcompany
* マッドキャッツ、および、Mad Catz ロゴは、Mad Catz Inc. の登録商標です。
* 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

免責条項
Information in this press release that involves the Company's expectations business prospects, plans, intentions or strategies
regarding its future are forward-looking statements that are not facts and that involve substantial risks and uncertainties. You
can identify these statements by the use of words such as “seek”, “anticipate,” “plan,” “estimate,” “expect” “believe” and
“intend” and statements that an event or result “may,” “will,” “should,” “could” or “might” occur or be achieved and other
similar expressions together with the negative of such expressions. These forward-looking statements reflect management’s
current beliefs and expectations and are based on information currently available to management, as well as its analysis
made in light of its experience, perception of trends, current conditions, expected developments and other factors and
assumptions believed to be reasonable and relevant in the circumstances. These assumptions include, but are not limited to,
continuing demand by consumers for video game systems and accessories, the ability to maintain or extend our existing
licenses, the ability to continue producing and selling our products in accordance with various intellectual property that might
apply to said products, the continuance of timely and adequate supply from third party manufacturers and suppliers, the
continued satisfaction of our obligations under our existing loan agreements and any future loan agreements we may obtain,
the reaction of stockholders, customers, employees and counterparties to the proposed transaction, and diversion of
management time and attention on transaction-related issues,. A further list and description of these and other factors, risks,
uncertainties and other matters can be found in the Company's most recent annual report, and any subsequent quarterly
reports, filed with the U.S. Securities and Exchange Commission and the Canadian Securities Administrators. Forwardlooking statements are not guarantees of future performance or outcomes and actual results could differ materially from
those expressed or implied by the forward-looking statements. We assume no obligation to update or alter such forwardlooking statements whether as a result of new information, future events or otherwise except as required by law.
Mad Catz, the Mad Catz logo, and RAT are trademarks or registered trademarks of Mad Catz Interactive, Inc., its affiliates
and/or subsidiary companies. All other marks are the property of their owners.

