January, 2016

First System Co., Ltd. (Nagoya, Aichi, Japan) is pleased to announce a new business partnership
agreement with BaltLED Ltd. (Vilnius, Lithuania, EU) for the activities in the LED lighting market of signs.
We both have over ten years’ experience in the highly competitive sign market and the agreement was
signed since we were able to understand, share and accept our cultures.
The purposes of the two companies:
№1: Realize our new valuable LED lighting solutions for signs by combining: product development and
engineering knowledge, European design, Japanese high quality and efficient manufacturing.
№2: Return our profit to customers by enhancing our purchasing capability by means of joint
procurement.
№3: In order to expand our sales network and to increase our product range, both companies’ products
should be released to Asian region by First System and EU, CIS countries by BaltLED.
The two companies supply various types of LED Lighting solutions for signs in more than 40 countries
including Japan, EU and CIS countries. Thereby the annual sales quantity of both companies is going to
reach to 20 million units.
The total sales turnover in the two companies will be 37M USD in 2015 and become one of the largest
LED module developers and manufacturers for sign market.
We commit our stable LED suppling and pursue better QCD day by day.
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(和訳)
ファーストシステム Co ., Ltd.（日本国、愛知県名古屋市）と BaltLED Ltd.（EU 共同体、リトアニア
共和国ヴィルニュス市）は、サイン用 LED 照明市場での活動にあたり、業務提携契約を執行したこと
を正式に発表致します。
厳しい LED サイン業界で 10 年間以上戦い、互いの文化を理解し、受け入れ、共有できたことが、今
回の結果に導きました。
両社の目的は、
№1：ヨーロッパのデザイン性と日本の高品質かつ作業性の高い生産性、両社の製品開発力と知識を融合
することで、新たな魅力あるサイン市場向け LED 照明ソリューションを実現させます。
№2：共同体として調達力を高め、よりコストを追求し顧客に還元します。
№3：販売網を拡大するために、両社の製品は、Asia 圏（日本を含む）においては FS 社、EU・CIS 圏
は BL 社で販売し、互いに市場での製品ライナップを拡大します。
両社は、様々なタイプの看板用 LED 照明ソリューションを日本、EU, CIS 国を含む 40 カ国以上に供
給しており、それによる両社の看板用 LED モジュールの年間合計販売数量は 2,000 万個に達します。
また両社の売上金額も両社合計で 2015 年は 37MUS ドル(約 46 億円）となり、
看板用 LED モジュールメーカーとしては世界最大級に達する存在となることでしょう。
より QCD を追求し、安定感を持った供給をお約束致します。
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