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モリテックス 新中期経営計画「Global 10」の策定について 
 

株式会社モリテックスは、このたび 2007 年 4 月（平成 20 年 3 月期）から 2010 年 3 月（平成

22 年 3 月期）までの 3年間の新中期経営計画「Global 10」を策定いたしましたのでお知らせい

たします。「Global 10」では、「モリテックス・グループ」の強みをさらに強化し、「最終年度（2010
年 3 月期）に、連結売上高 210億円、営業利益率10％」を目指し、グローバル市場での事業拡大

を目指します。 
 

記 

Ⅰ．中期経営計画の概要 

１．新中期経営計画の経営方針 

モリテックス・グループの強みを再構築し利益体質の定着を図り、最終年度には「連結売

上高 210 億円、営業利益率 10％」を達成し、次の 3 カ年で飛躍的発展をするための基盤

を構築する。 

２．3年後（平成 22 年 3 月期：2010 年 3 月期）の目標数値（連結） 

（1）数値目標                          （単位：百万円） 

 平成 19 年 3 月期 平成 22 年 3 月期 平均伸び率

売 上 高 16,510 21,000 8.3％

営 業 利 益 
（利益率） 

154 
（0.9％） 

2,100 
（10.0％） 138.8％

 （2）研究開発型企業として 

当社グループは、研究開発型企業として、売上高を持続成長させるためのコア事業

の育成と新規分野の事業化・早期収益化に向けた研究開発費として、売上高比 6％を

目処といたします。  

 

３．中期経営計画 3つの重点分野 

 マシンビジョンシステム（※）における海外展開と競争力の再構築 

 コスメティック向け肌カウンセリングシステム分野における海外市場、および事業の拡大 

 バイオ関連事業の営業黒字化を目指した DNA 受託解析サービス早期中核事業化と糖鎖ビ

ジネスの新たな世界標準化（デファクト・スタンダード） 

※マシンビジョンシステム：半導体や液晶パネルの製造装置の中で使われる位置決めや検査など

に使われる光学機器（レンズ・照明） 



 

Ⅱ．計画達成のための具体的取り組み 

 （1）経営資源再配分による重点事業化、重点投資  

① 上記 3つのコア事業への経営資源集中による競争力再構築 

② GLP 対応 PGx 試験施設や糖鎖解析装置開発などバイオ関連事業への積極投資 

③ 海外・国内拠点の拡充・充実 

④ 生産管理システム導入などの情報システムの再構築 

 （2）QCD（品質（Q）、価格（C）、納期（D））改善のための施策 

① 製造を中心とした TOC（制約条件の理論（theory of constraints））活動の推進 

② 中国工場への生産移管の加速・推進 

③ 外注管理強化、および品質保証体制の確保 
 （3）海外展開の推進 

① マシンビジョンシステムを中心とした米国東部地域における営業活動強化や欧州マ

ーケティング活動の拡大 

② マシンビジョンシステム、画像機器、バイオ関連事業における積極的な海外展開 

 （4）新製品開発・新規市場開発の推進 

① マシンビジョンシステムや、画像機器分野への集中的な開発投資 

② 各事業の積極的な横展開の推進 

 （5）コーポレートガバナンスの強化 

① 事業参入・撤退、投資に関する直実な意志決定ルールの整備 

② 経営牽制機能の強化 

③ J-SOX への確実な取り組み 

④ 中期経営計画の進捗管理・推進体制の確立 

 （6）資本構成の再構築の検討 

① 中長期的な企業価値向上に資する資本構成の検討 

② 事業の成長を促進し、シナジーを実現できるようなアライアンス・M&A の検討 

 （7）株主とのコミュニケーション強化 

① 株主の声が経営に反映されやすい体制、仕組み作り（IR 活動の強化など） 

 

 

以上 
 

 

 

 

 

 

 

 



（参考） 

 

Ⅰ．モリテックスのコア事業 

１．半導体製造装置や液晶パネル検査装置、ロボット、工作機械などの生産ラインで活躍する

光学機器（マシンビジョンシステム） 

２．肌の状態や髪の形状・状態を測定するコスメティック用カウンセリングシステム 

３．生物の遺伝子情報の総体である、DNA のゲノムの解析や遺伝子情報の利用などに代表され

る次世代のテクノロジーを応用したバイオライフサイエンス／LA（ラボラトリー・オート

メーション）技術 

 

Ⅱ．モリテックスの強み 

１．世界で唯一、レンズ（光学設計）、照明（LED・光ファイバ照明）とカメラを全てグループ

内で開発・製造ができるメーカーとしての総合力 

２．レンズ、照明（LED・光ファイバ照明）とカメラを合わせたマシンビジョンシステム分野

でシェア№１ 

３．世界初のインライン液晶配向膜検査装置「LayScan（レイ・スキャン）」などの開発力 

４．主要化粧品メーカー向けコスメティック関連機器のシェア№１ 

５．バイオ事業への積極的な取り組み 
・「合成関連機器」「受託解析サービス」「糖鎖（※注 1）解析装置＆レクチン（※注 2）チップ」

の 3分野に人と開発を集中し、開発から事業化 

・独立行政法人 産業技術総合研究所と共同で糖鎖プロファイラー（※注 3）を開発した技術

力 

 

※注 

1．糖 鎖： グルコース、マンノース、ガラクトースなどの単糖類が枝分かれしながら鎖状につながった分子。

デンプンやグリコーゲンは同じ種類の単糖（グルコース）が繋がったエネルギー貯蔵物質だが、生

体物質であるタンパク質や脂質に結合した糖鎖は複合糖鎖と呼ばれる。糖鎖の構造が一般に複雑で

あることから、その機能についても不明な点が多いが、個々の細胞の違いや細胞間の連絡など、「識

別子」として働いている可能性があり、情報高分子である。血液型や腫瘍マーカーの多くが糖鎖の

違いであることが知られている。これも糖鎖が細胞を識別する情報分子として働いている一端を示

すものである。 

2．レクチン： 糖鎖を特異的に認識するタンパク質の総称。形や性質は様々で多くのレクチンタンパク質系が見

つかっている。赤血球などの細胞を強く凝集することから凝集素と呼ばれることもある。インフル

エンザウィルスが動物の細胞に感染するときも、ウィルスのもつレクチン（hemagglutinin）が動

物細胞表面の糖鎖を認識している。ヒトの体の中にも数百種類のレクチン、およびレクチンドメイ

ンを含んだタンパク質が存在すると推定されており、タンパク質の輸送や形態形成、癌との関連が

調べられている。 

3．糖鎖プロファイラー： 当社が産業技術総合研究所と共同で開発した、糖鎖・レクチン間の弱い相互作用も逃

さず検出・リアルタイム観察が可能な装置で、ガンや感染症の早期診断、再生医療に用いる幹細胞

の迅速選別など糖鎖関連医療分野での活躍が期待される。 

 

以上 



株式会社モリテックス
MORITEX ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

モリテックス

ＶＩＳＩＯＮ ＢＯＯＫ
－ モリテックスをもっと知っていただくために －

新 中 期 経 営 計 画
「Global 10」

新中期経営計画「Global 10」では、モリテックス・グループの強みをさらに強化し、「最終年度
（2010年3月期）に、連結売上高210億円、営業利益率10％」を目指し、グルーバル市場での事
業拡大を目指します。

そして、利益体質の定着を図り、飛躍的発展をするための基盤を構築いたします。

新中期経営計画（Global 10）
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新中期経営計画 方針・方向性

⑥資本構成の

再構築の検討

①経営資源の再配分に

よる重点事業強化

④新製品開発・新規

市場開発の推進

③海外展開の推進
⑤コーポレートガバナンス

の強化

②ＱＣＤの追求
Ｑ：quality = 品質
Ｃ：cost = 価格
Ｄ：delivery  = 納期

【計画策定方針】

長期的視野に立ち、将来にわたって着実な成長を果たすべく、実行可能な計画とする。

モリテックスの強みを最大限に引き出し、成長の加速度を高めるための礎を築く。

モリテックス

新中期経営計画

Global 10
（２００７年４月～２０１０年３月）

「 企業の継続的な成長と長期的な企業価値向上を目指し、

ここから始まる３ヵ年で、飛躍的発展の基盤を構築する 」

⑦株主との

コミュニケーション強化

モリテックスの３本の柱

国内・海外主要化粧品メー

カー向けに、独自技術のセ

ンサーを活用した測定機器

を作っています。

肌の状態を画像から判断し、

自動的に解析できるソフトを

開発しています。

肌センサーマシンビジョン

大学・医療機関・大手製薬

会社などから、一人ひとりに

あった治療方法や、予防医

学や早期治療に役立つ解

析・検査サービスの提供を

開始いたしました。

医薬品などの分離・精製装

置を作っています。

バイオ

モリテックスには、現在、３つの大きな事業の柱があります。

それぞれの事業の概要を簡単にご説明いたします。

半導体製造装置、液晶製造装

置に不可欠なマシンビジョンシ

ステム（レンズ・照明・カメラ）を

提供しています。

食品・化粧品・医薬品業界でキ

ズ・汚れ・異物混入などの品質

検査に使われています。

あらゆる製品の製造工程や検査工
程の改善に役立ち、技術立国日本を

支えています。

化粧品の販売やカウンセラーには必
須のアイテムとして、特に女性のライ

フスタイルをサポートしています。

人々の生活の質の向上を支えるた
めに、医療や医薬の進歩を

お手伝いしています。



マシンビジョン

【事業概要】

パソコン・携帯電話・デジタル家電などに必ず用いられる半導体や、液晶テレビの製造工程において、必要不

可欠な検査・画像処理装置分野として、世界シェア№１のシェアを誇っています。

モリテックス・グループでは、レンズ（光学設計）、照明（ＬＥＤ・光ファイバ照明）とカメラをすべて開発から生産

までできる唯一のメーカーとして、世界の市場を支えています。

【将来ビジョンおよび戦略展開】

戦略・方針：シェアＮｏ．１→さらなる市場拡大へ。海外展開→米国東部地区、欧州、東南アジア

重点施策：納期改善・コストダウンを追求し、開発投資を集中させ、売上拡大と利益率の維持向上を目指

します。

今後拡大が予想される事業エリア・分野：高機能を支えるための高性能半導体、地上デジタル放送完全移行・

2008年北京オリンピックなどによる薄型テレビ需要、自動車部品、食品、化粧品、医薬品等の製造分野など

【製品例】

レンズ・ＬＥＤ・照明・カメラなどで構成するモリテックスのマシンビジョンシステムは、製造装

置の精緻な「目」として、製造工程を見守り、生産効率の向上に役立っています。
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肌センサー

【事業概要】
ライフスタイルや年齢により、日々変化していく肌や頭皮、髪・・・。
モリテックスの製品は、シミ・しわ・きめ・油分・水分・弾力・角質など肌の状態を測定することによって、お手
入れの適切なアドバイスや効果的なカウンセリングを実現するアイテムです。

【将来ビジョンおよび戦略展開】

戦略・方針：国内市場→海外市場獲得へ

重点施策：独自技術による各種センサーの開発を進め、プロジェクトマネジメントの強化とQCDの追求により、

利益の向上を図ります。

今後拡大が予想される事業エリア・分野：美容医療、セルフカウンセリング（ドラッグストア）、アンチエイジングなど

【製品例】
①全顔撮影装置、②油分・水分・弾力測定装置、③肌の検査測定装置

① ②

③

女性の美への探究心と憧憬をサポートするために、やさしい「目」を持つ
コスメティック用カウンセリング機器で、国内№１のシェアを誇っています。
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バイオ

【事業概要】
医薬品・農薬・化学品などの化合物の分離・精製装置の開発・製造。病気の遺伝的背景の解明、より効果的
な診断や治療などを行うための、遺伝子の機能解析。テーラーメイド医療＝個人の体質に合わせて効果や副
作用を見極めて医薬品を投与するサービスの提供。予防医学・疾病早期診断におけるバイオマーカー（疾病
の状態や変化、治療の程度を特徴づける指標）の探査。将来は癌の早期診断にも使われます。

【将来ビジョンおよび戦略展開】
戦略・方針： GLP対応PGx試験施設の整備により、DNA受託解析サービスは国内№１を目指します。
糖鎖解析装置では新たな世界標準化（デファクト・スタンダード）を目指します。
重点施策：内製化によるコストダウンにより利益率の向上を図ります。
今後拡大が予想される事業エリア・分野：遺伝子診断分野、予防医学・個別化医療分野

【製品・サービス例】
①DNA解析装置、②糖鎖解析装置＆レクチンチップ

モリテックスは、バイオ分野でも輝かしい実績を持っています。
遺伝子解析の受託サービスをはじめ、糖鎖解析装置の製造も行っています。
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②
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【業績推移】
売上高（単位：億円）

これからのモリテックスにご期待ください。

モリテックスは、
１９７３年の創業以来、
独自の光技術をベースにした、
最先端の技術・製品を生み出してきました。

現在は、半導体・エレクトロニクスなどの製造工程に欠かすことのできない、高性能レンズ・照明・カメラを中心と
するマシンビジョン製品や光通信関連機器、主要化粧品メーカー向け独自技術による各種センサー、および光
技術を用いたＤＮＡ解析サービス・糖鎖解析装置に至るまで、半導体/エレクトロニクス/光通信/コスメティック /
ライフサイエンスの多岐に渡る分野で「光技術をベース」とした付加価値の高い部品・機器・装置を次々と製品
化し、躍進を続けています。

株式会社モリテックス
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-14

モリテックス本社ビル
URL http://www.moritex.co.jp

The 『 FUTURE VISION 』
-unlock the future with light and biotechnology

～ 光とバイオで未来をひらく ～


