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世界的な特殊ガラスメーカーSCHOTT（ショット）社と 
業務提携に関する覚書を締結 

 
 光学、照明技術を活用したマシンビジョン関連機器のリーディングカンパニーである

株式会社モリテックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森田茂幸、証券コード：

7714）は、この度、高機能特殊ガラス製造の世界的メーカである SCHOTT AG(本社 ドイ

ツ マインツ、以下「ショット社」)との間で、戦略的提携に向けた業務提携交渉に向け

た覚書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．業務提携の理由および内容 
ショット社は、カールツァイス財団が株式を100％所有する、世界的テクノロジーグループ

で、家電、光学および光電子工学、医薬品、太陽エネルギーといった分野向けの特殊材料、コン

ポーネント、各種システムを開発製造しています。ショット社は主要市場国すべてに製造販売法人

を置き、顧客企業の近くで事業を行っています。従業員数は約16,800人、世界合計の年商は約22

億ユーロに上ります。 

当社は、コア技術である光学技術・照明技術を活用し、主に半導体製造装置・実装機・

液晶製造装置の各業界向けに、レンズと照明装置を組み合わせた検査装置などの「マシン

ビジョンシステム」を開発・製造・販売しており、本分野では国内トップシェアを誇って

おります。 

モリテックスとショット社はこのたび、業務提携についての覚書に調印しました。内容は以下のと

おりです。 

- 光ファイバにおいて、欧米第 1 位であるショット社と日本第 1 位であるモリテックスの強みをさら

に強化していくため、双方の取引関係および販売網をお互いに活用する方策を検討する。 

- 相互に材料およびコンポーネントの調達・供給を行えるような取引関係の可能性を検討する。 

- モリテックスの強みである設計およびアプリケーション開発能力を活用し、ショット社の強みであ

る自動車・航空産業市場への販路を拡大する方策を検討する。 

 
ショット社の光ファイバ事業ユニットと当社はともに、光ファイバ照明分野において、

高いシェアを持っておりますが、ショット社は主に自動車製造業界、医療分野、航空分

野向け、当社は半導体・液晶製造業界向けと異なる強みを持っており、お互いに技術補

完をし、営業・販売協力に乗り出すことで、大いにシナジー効果が発揮されるものと確

信しております。ショット社では協力関係を強化するために、まずはモリテックスの発行済株

式の1%を取得する意向です。 



  

 

２．ショット社の概要 

(１)名    称  SCHOTT AG  

(２)主な事業内容  特殊ガラス製造を基盤とする企業グループ 

(３)設 立 年 月日        1884 年 

(４)本 店 所 在地        Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz Germany 

(５)代 表 者        Prof.Dr.-Ing.Udo Ungeheuer(Chairman),Klaus Rübenthaler 
(６)資  本  金    7 億 2,200 万ユーロ（約 1,170 億円、1ユーロ＝162.40 円） 

(７)従 業 員 数        16,839 名（2006 年 9 月期） 

(８)大株主構成および持株比率  カールツァイス財団 100％ 

(９)売上高（連結）2,233,232 千ユーロ 

（約 3,627 億円：2006 年 9 月期 1 ユーロ＝162.40 円） 

(10)当社との関係     前期における取引関係はありません。 

人的関係はありません。 

 

３.覚書に関する日程 

 平成１９年 ６月１３日 取締役会 及び 業務提携に関する覚書締結 

 

４.今後の見通し 

当社は 6月 27 日開催の当社定時株主総会において、IDEC 株式会社および森戸祐幸氏よ

り、当社経営陣の更迭を意味する株主提案を受けております。一方、当社といたしまして

は、企業価値の最大化という観点から、当社現経営陣がショット社と度重なる折衝を進め、

覚書の締結に至った次第です。株主提案に対しては、当社として一切、受け入れらないと

いう方針で、株主様に理解を求めているところであります。 

業務提携後の業績見通しにつきましては、現在精査中であり、見通しが確定次第お知ら

せする所存です。ショット社との提携関係の進展により、当社中期経営計画「Global 10」
の方針であるグローバル市場での事業拡大を加速できることが見込まれ、中期経営計画の

目標である連結売上高 210 億円（2010 年 3 月期）、営業利益率 10％達成に向け、当社に

とって強力なパートナーを得たものと確信しております。 
当社とショット社が協同で事業を推進することで、当社の持つ市場競争力を一層強化し、

更に、これまで参入出来なかった大きな新規市場の開拓も、可能になるものと期待してお

ります。 

以上 



SCHOTTとの業務提携に関する
覚書締結について

www.moritex.co.jp

世界に羽ばたく
モリテックス
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SCHOTT
世界で最大の
光学メーカー

SCHOTT
Nippon

提携の概要

SCHOTTとの業務提携・技術提携により
グローバル企業へ大きく飛躍

SCHOTTとの業務提携・技術提携により
グローバル企業へ大きく飛躍

モリテックス
世界でNO１の

ﾏｼﾝﾋﾞｼﾞｮﾝﾒｰｶｰ

日本・アジアで強いモリテックスと
欧米で強いSCHOTTが組むことにより

企業価値の最大化

日本・アジアで強いモリテックスと
欧米で強いSCHOTTが組むことにより

企業価値の最大化

株式会社モリテックスとSCHOTT（本社ドイツ）は
業務提携に関する覚書締結を行いました

世界に羽ばたく
モリテックス
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SCHOTTの概要

(１)名 称 SCHOTT AG 

(２)主な事業内容 特殊ガラス製造を基盤とする企業グループ

(3）設立 1884年

(４)本店所在地 ドイツ マインツ

(５)代表者 Prof.Dr.-Ing.Udo Ungeheuer(Chairman),Klaus Rübenthaler

(６)グループ資本金 722百万ユーロ （≒1,170億円／1ユーロ＝162.40円）

(７)従業員数 16,839名（2006年9月期）、（内ドイツ国内7,200人）

(８)大株主構成および持株比率 カールツァイス財団 100％

(９) 売上高（連結） 2,233,232千ユーロ（≒3,627億円/ 1ユーロ＝162.40円）

（内７4％がドイツ国外売上）

(10)カールツァイス財団が所有。カールツァイス社とは兄弟会社

(11)120年以上の歴史を持つ世界最大の光学ガラスメーカー

(12)全世界に拠点と販売網（製造＆販売：４１カ国に展開）

(13)光ファイバで世界最大の製造販売会社 （モリテックスの10倍製造）

世界に羽ばたく
モリテックス
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SCHOTTの事業（製品）の紹介

ﾌｧｲﾊﾞ・ｵﾌﾟﾃｨｸｽ事業

ライトガイド※、光源
イメージコンジット※※

LED照明

アドバンスマテリアル事業

ライティング
テクニカルガラス

ｴﾚｸﾄﾆｸｽﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ事業

電子部品
自動車電子部品

ソーラー事業

太陽エネルギー利用
太陽光発電

オプティクス事業
ガラス材料

ガラスセラミクス
レンズ、フィルター

光学薄膜

ファーマシステム事業

医薬品直接容器
理化学製品

医療用パッケージング

ディスプレイ事業

極薄ガラス材料

ホームテック事業

耐熱性ガラス製品
ガラスセラミクス製品

世界に羽ばたく
モリテックス

ライトガイド
イメージ
コンジット

※ ライトガイドとは光ファイバを束ねて光を伝送するケーブルです
※※イメージコンジットとは細い光ファイバを何百万本整列させて、溶融させたガラスブロックです。画像を拡大・縮小して伝えます。
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SCHOTTのファイバ・オプティクス事業部の製品

自動車照明

交通標識

飛行機・座席照明

自動車データ伝送 建築、店舗照明

ＣＣＤ

防衛

医療（外科・歯科）

マシンビジョン・産業向け
バイオ

世界に羽ばたく
モリテックス

SCHOTTが得意な分野
（自動車・医療・航空など） モリテックスが得意な分野
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SCHOTTグループ

カールツァィス財団
Heidenheim an der Berenz and Jena

（財団は株主として機能）

カールツァィス財団
Heidenheim an der Berenz and Jena

（財団は株主として機能）

１００％ １００％

株式会社

ショット
（マインツ）

株式会社

ショット
（マインツ）

子会社子会社

ショット
グループ

ショット
グループ

株式会社

カールツァィス
（オーバーコッヘン）

株式会社

カールツァィス
（オーバーコッヘン）

子会社子会社

カールツァィス

グループ

カールツァィス

グループ

モリテックス

カールツァィス社製
高性能レンズ

2007年４月販売開始

モリテックス

カールツァィス社製
高性能レンズ

2007年４月販売開始

モリテックス

業務提携
検討

モリテックス

業務提携
検討

世界に羽ばたく
モリテックス
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SCHOTTの業績推移

地域別売上高比率

ヨーロッパ

53%

北米

25%

中南米

3%

アジア

17%

その他

2%

ヨーロッパ

北米

中南米

アジア

その他

2､004 1､956 1､946 2､023 1､930 2､233

3,627億円

世界に羽ばたく
モリテックス
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SCHOTTの事業エリア

ショット社の製造会社及び販売会社所在国一覧

日本日本韓国韓国

台湾台湾香港香港

タイタイ

マレーシアマレーシア

シンガポールシンガポール

インドネシアインドネシア

オーストラリアオーストラリア

オーストリアオーストリア
ブルガリアブルガリア
クロアチアクロアチア

チェコ共和国チェコ共和国
デンマークデンマーク

フランスフランス
ドイツドイツ

ハンガリーハンガリー
イタリアイタリア

リトアニアリトアニア
オランダオランダ

ポーランドポーランド
ルーマニアルーマニア
ロシア連邦ロシア連邦

セルビア・モンテネグロセルビア・モンテネグロ
スペインスペイン

スウェーデンスウェーデン
スイススイス
トルコトルコ

ウクライナウクライナ
イギリスイギリス

アメリカアメリカ

メキシコメキシコ

コロンビアコロンビア

ブラジルブラジル

製造会社　計製造会社　計　　4747社社

販売会社　計　販売会社　計　3434社社

ニュージーランドニュージーランド

中国中国

インドインド

進出国　計　進出国　計　3737ヶ国ヶ国

ヨーロッパ　ヨーロッパ　

SCHOTT：欧米市場に強い

世界に羽ばたく
モリテックス

4１カ国

1966年
SCHOTT

Nippon
設立
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モリテックスの事業概要
世界に羽ばたく

モリテックス

光
応
用
機
器
事
業

機 材
能 料
性

バ 関
イ 連
オ

マシンビジョンシステム部門

●光ファイバ照明システム
●LED照明
●マシンマイクロレンズ（MML)
●石英ファイバ＆UV光源

画像機器部門

光通信関連部門

半導体製造装置関連

電子部品実装機関連

FPD製造装置関連

●コスメティック関連 ●産業用スコープ化粧品・理美容関連 製造業全般

検査・計測機器部門

●光モジュール ●マイクロレンズ ●光モジュール製造装置

●液晶配向膜検査装置 ●赤外線検査装置 ●３D検査装置

光通信業界

液晶、半導体、部品製造業界

●高純度石英
●シール材
●カテーテル用極細チューブ

光通信、半導体業界

●液相合成・精製装置
●遺伝子関連受託解析
●グライコミクス測定機器

医療機器製造業界

製薬業界、研究機関

医療、診断業界
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モリテックスの強み
世界に羽ばたく

モリテックス

１．マシンビジョンシステムのシェア世界Ｎｏ１
半導体や液晶テレビの製造工程に使用される検査・画像
処理装置分野のシェアは世界Ｎｏ１です。マシンビジョンの
製造メーカーとして世界の産業を支えています。

２．マシンビジョンシステム全てを自社生産
光源、光ファイバ、レンズ、ＬＥＤ、ＣＣＤカメラをすべて生産
し、開発から生産までを行う、世界で 唯一のマシンビジョ
ンメーカーです。全てを持つことによりお客様への提案営
業が可能となり、トータルソリューションの提供ができます。

マシンビジョン世界Ｎｏ１

開発型企業

マシンビジョンの例

１．コア技術を基に新規事業展開
光学技術、画像処理技術、制御技術などのコア技術を用
いてコスメ分野、検査装置分野、バイオ分野、医療分野に
展開。多くの新しい技術が生まれました。

２．世界最高の技術
①ＬａｙＳｃａｎ ：世界初の液晶配向膜検査装置
②ＳＣＰｒｏｆｉｌｅｒ ：世界初の糖鎖（グライカン）構造解析装置
③遺伝子受託解析：Illumina Chipを用いGLP準拠のPGｘ

受託解析を開始

遺伝子解析全顔撮影装置
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SCHOTTとの提携の当初のねらい

●事業提携、資本提携により経営の安定化が可能
●光に基いた事業内容・技術は同じであるが、製品構成・市場が違い、

お互いに補完しあっていてシナジー効果が高い
●国内の新規市場への拡販が可能。特に自動車・医療分野
●海外拠点活用により、海外への製品拡販が望める
●提携により、効率的な生産が可能
●両社の技術の統合により新製品開発が加速

世界に羽ばたく
モリテックス

企業価値の最大化実現企業価値の最大化実現

中期3ヵ年計画の達成

販売増加 利益率増加 海外展開 グローバル化
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提携に至る経緯

SCHOTT 社とは５年前よりイメージコンジット、高NA光ファイバ等で技術交流を
始めた。バイオや医療分野の測定機器開発でＳＣＨＯＴＴの製品を購入している。

２００４年５月SCHOTT社の技術幹部が横浜テクニカルセンターに来社。

無鉛ガラス供給、ライトガイド供給などについて情報交換を行なう。

その後SCHOTT社と継続的に情報交換を行なう。

２００６年６月より安定株主の強化策として業務提携・資本提携が可能で、シナ
ジー効果が高い光学関連、精密関連企業への打診を開始した。

２００７年４月カールツァィス社の高性能レンズ販売開始をプレスリリース。

２００７年４月初めSCHOTT社に業務提携の打診を行う。

4/26,27にSCHOTT社幹部が来日し業務提携の具体策の検討を行った。

5/22-24にSCHOTT社幹部が再度来日し当社の全事業所見学を行い資本・業務
提携交渉の推進に合意しそれぞれの取締役会で議決することにした。

6/4のSCHOTTの取締役会で提携交渉の合意が得られ、提携内容の詰めの作
業に入る。

6/13 モリテックス取締役会で業務提携に関する覚書の締結の決議

6/13 モリテックス/ＳＣＨＯＴＴで業務提携に関する覚書を締結

世界に羽ばたく
モリテックス
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主なシナジー効果

マシンビジョンに強いモリテックス
自動車・航空・医療などに強いSCHOTT
両社で主力製品がお互いに補完しあう

マシンビジョンに強いモリテックス
自動車・航空・医療などに強いSCHOTT
両社で主力製品がお互いに補完しあう

日本・アジア市場に強いモリテックス
ヨーロッパ・米国市場に強いSCHOTT

両社で世界的な販売が可能

日本・アジア市場に強いモリテックス
ヨーロッパ・米国市場に強いSCHOTT

両社で世界的な販売が可能

石英ﾌｧｲﾊﾞ、MMLﾚﾝｽﾞ、LED照明のモリテックス
ガラス材料、光ファイバ技術に強いSCHOTT

両社で主力技術がお互いに補完しあう

石英ﾌｧｲﾊﾞ、MMLﾚﾝｽﾞ、LED照明のモリテックス
ガラス材料、光ファイバ技術に強いSCHOTT

両社で主力技術がお互いに補完しあう

製品の補完

市場の補完

技術の補完

モリテックス SCHOTT

モリテックス SCHOTT

モリテックス SCHOTT

日本・アジアで
両社の製品を

販売

欧米で
両社の製品を

販売

世界に羽ばたく
モリテックス
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提携により期待できる効果

効率向上

原価率低減

販売拡大

業務提携により、生産・営業・開発の効率向上
国内だけでなく、モリテックスＵＳＡ、モリテックスヨーロッパとも連携

SCHOTTの製品の活用による国内販売拡大
SCHOTTの世界販売拠点活用による海外販売拡大
マシンビジョン、石英ファイバ、ＵＶ光源などの海外販売
特にヨーロッパ市場販売強化、中国市場への展開強化

技術開発

グローバル化

両社の強い技術を相互に活用し、商品性能向上
SCHOTTのガラス材料供給によるコスト削減、品質向上
両社の製造拠点の活用によるコスト削減、品質向上
モリテックス中国深セン工場の活用により、製品ごとに最も安い国
での製造が可能
迅速な対応による顧客への満足度向上

両社の技術を融合した新製品開発
モリテックスの幅広い技術をSCHOTTの持つ大きな市場に応用
自動車・医療・バイオなど新規市場に向けた共同開発推進

バイオ機器、計測装置などのグローバルな展開実施
SCHOTTとの人材交流によりSCHOTTの良い文化導入

日本のモリテックスから世界のモリテックスへ

世界に羽ばたく
モリテックス
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半導体・液晶など産業市場がメイン
日本・アジア市場に強い

自動車・建築・医療の市場がメイン
欧米市場に強い

期待できる効果（販売）

モリテックス SCHOTT

１．SCHOTTの製品を導入し、国内の産業以外の市場に販売
モリテックスが参入していない、自動車照明、自動車データ伝送、
交通標識、建築、医療、バイオなどの市場開拓

２．SCHOTTが持っていない商品をSCHOTTに輸出
石英ファイバ、プラスチックライトガイド、UV光源、LED光源など輸出
バイオ関連機器、検査装置など装置類を輸出

３．SCHOTTの欧米の販売網を活用
モリテックスのマシンビジョンなどの製品を全世界に販売

４．海外販売協力
今後大きな市場になる中国などの市場に両社で販売展開
モリテックスヨーロッパ、モリテックスUSAと連携して拡販拡大

効果

世界に羽ばたく
モリテックス
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２重ルツボ法による光ファイバ製造
ライトガイド製造、MMLレンズの製造
光源・LED光源の製造
機器・システムの製造

ガラス材料製造
ﾛｯﾄﾞｲﾝﾁｭｰﾌﾞ法による光ファイバ製造
イメージコンジット製造
ライトガイド製造、光源製造

期待できる効果（生産）

モリテックス SCHOTT

１．SCHOTTの豊富なガラス材料を購入。原材料の安定供給確保。
無鉛ガラス、高ＮＡガラスの入手により、生産容易。品質向上。

２．光ファイバの生産の相互協力
両社の生産工場の中で最も効率の良い場所で生産。コスト削減。
モリテックスの中国深セン工場をSCHOTTのアジア生産の拠点に活用。

３．SCHOTTの量産技術の導入 （自動車用ライトガイド100万本製造）
４．SCHOTTのライトガイド組立工程、検査工程の自動化システムの導入。
５．SCHOTTの自動車、医療用などの製品をモリテックスで生産。
６．両社の生産システムの交流を行ない、コスト削減、品質向上を目指す。

効果

世界に羽ばたく
モリテックス
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光ファイバ、レンズの生産・開発の提携

原料ガラス 組立・研磨線引・レンズ加工 販売

社内生産
社外のメーカーより購入

材料安定確保難
新ガラス開発が難
無鉛ガラスの開発や、高ＮＡ材料の開発など難

原料ガラス 組立・研磨線引・レンズ加工 販売

グループ内で共同生産、深セン工場の活用

グループ内部で調達
材料開発が容易 ：高透過率、高ＮＡ、耐信頼性向上、新ＭＭＬ
無鉛ガラスの開発 ：環境規制にすばやく対応
量産性 ：世界がマーケット、生産数量拡大
新製品導入 ：自動車向け、医療用向け

現 状

SCHOTTと提携

性能向上
コスト低減
品質向上
販売拡大

技術導入
100本線引
ｴﾝﾄﾞﾚｽｺｰﾄﾞ

供給

技術導入
ｲﾒｰｼﾞｺﾝｼﾞｯﾄ

組立自動化技術 世界へ販売

世界に羽ばたく
モリテックス
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マシンビジョン製造技術、CCDカメラ
装置・機器開発技術、モジュール開発技術
コスメ関連技術、バイオ関連技術

イメージコンジット製造技術
光ファイバ製造、ライトガイド製造技術
自動車照明、データ伝送技術

期待できる効果（技術・開発）

モリテックス SCHOTT

１．SCHOTTのイメージコンジットなどの製品を応用した新製品開発
２．自動車照明、データ伝送などの製品を共同開発
３．モリテックスの幅広い技術をSCHOTTの持つ市場に応用し、製品開発
４．モリテックスのCCDカメラをSCHOTTに提供し、共同開発
４．コスメ・医療関連機器の共同開発、欧米に展開
５．バイオ機器、SCプロファイラーの共同開発と欧米に展開

効果

世界に羽ばたく
モリテックス
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提携のまとめ

モリテックス

SCHOTT

SCHOTT

材料
光学ガラス（光ファイバ用、MMLレンズ用）
無鉛ガラス、高ＮＡ光ファイバ材料など

部品
エンドレスライトガイド、イメージコンジットなど

製品
医療用、自動車搭載用、交通標識用、建築用

技術
光ファイバ製造技術、光学設計技術、ノウハウ

SCHOTTからﾓﾘﾃｯｸｽへ

製品
マシンビジョン関連、石英ライトガイド、ＵＶ製品
（ライトガイド、MMLレンズ、光源、ＬＥＤ光源

ＣＣＤカメラなど）
コスメ関連製品、バイオ関連製品

技術
光学設計技術、ノウハウ、医療・バイオ技術
新規製品共同開発

ﾓﾘﾃｯｸｽからSCHOTTへ

世界に羽ばたく
モリテックス
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モリテックスの将来像

中期３カ年経営計画の達成
売上 ２１０億円以上

営業利益率 １０％以上
（2010年3月期）

さらにグローバル企業へ飛躍！！

中期３カ年経営計画の達成
売上 ２１０億円以上

営業利益率 １０％以上
（2010年3月期）

さらにグローバル企業へ飛躍！！

ブランド価値アップ
グローバル企業へ

光学分野での
Ｎｏ１企業

企業価値最大化
株式時価総額大

世界に羽ばたく
モリテックス




