
 

1 

 

 

      

 平成 20 年９月 24 日 

各     位 

会 社 名 株式会社モリテックス 

代 表 者 名 代表取締役社長 仁科 秀逸 

（コード番号：７７１４ 東証第一部）

問い合わせ先 取締役経営企画本部長 原田 国重 

電 話 番 号 0 3 － 3 4 0 1 － 0 9 8 4 

ショット日本ホールディング株式会社による当社株式に対する 

公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ 

  当社は、平成 20 年９月 24 日開催の取締役会において、ショット日本ホールディング株式会社（以下

「公開買付者」といいます。）による当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）

について賛同の意見を表明することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 公開買付者の概要 

（1）商号 ショット日本ホールディング株式会社 

（2）主な事業内容 株式の取得、保有及び処分、並びに、会社経営に関するコンサルテ

ィング業務 

（3）設立年月日 平成 20 年 8月 21 日 

（4）本店所在地 東京都新宿区本塩町７番地 

（5）代表者の役職・氏名 代表取締役 湯川愛里 

（6）資本金の額 8,400,000 円 

（7）大株主及び持株比率 SCHOTT Glaswerke Beteiligungs-GmbH、100％ 

資本関係 該当事項はありません。 

なお、公開買付者の親会社である

SCHOTT AG（同社については、下記２を

ご参照ください。）は、当社の普通株式

309,900 株を保有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

なお、SCHOTT AG と当社は、販売、販

売代理及び研究開発の３分野につい

て、戦略的提携を結んでおります。 

（8）買付者と対象者の関係等 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

 

2. 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

(1)  本公開買付けに関する意見の内容 

当社は、平成 20 年９月 24 日開催の取締役会において、公開買付者の親会社である SCHOTT AG（本
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店所在地：ドイツ連邦共和国マインツ市、以下「ショット」といい、そのグループ会社を「ショッ

ト・グループ」と総称します。ショットは、ショット・グループ傘下の SCHOTT Glaswerke 

Beteiligungs-GmbH を通じて公開買付者の 100％の株式を保有しております。）との間で、①資本業

務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。)を締結するとともに、②公開買付者による

当社株式に対する公開買付けに賛同し、株主の皆様に応募を勧める旨の意見を表明することを決議

いたしました。 

(2) 本資本業務提携及び本公開買付けの目的並びに背景 

ショット・グループは、ショットを中核親会社として、世界各地に所在する子会社及び関連会社

から構成される技術を基盤とした国際的な企業集団であり、特殊材料、部品、システムの開発・製

造を営んでいます。ショットは、ドイツにおける特殊ガラス製品の発明以来 120 年を超える歴史を

有し、現在は国際的に業務を展開し、年間売上高は 21 億 4,300 万ユーロ（2007 年９月期）（2007 年

７月１日から同年 12 月 31 日に適用される裁定外国為替相場（日本銀行発表）である１ユーロ＝158

円の外国為替相場で換算すると約 3,385 億 9,400 万円相当）にのぼります。ショットの主要な市場

は、家電、医薬品包装、太陽エネルギー、光学、電子及び自動車部品です。ショットは照明及び光

学的画像処理の分野において、世界 大規模を誇る製造業者です。また、ショットはドイツに基盤

を置くカールツァイス財団により、その株式 100％を保有されております。ショットのファイバ・オ

プティクス事業部門は、自動車、医療、工業、航空、建築及びディフェンス等の分野における顧客

に対して、画像処理、照明技術の分野でカスタマイズされたハイテク・ソリューションを提供して

おり、地域別では、特に欧州及び北米で強みを持っております。 

一方、当社は、光ファイバ他各種特殊素材・機器の輸出入及び国内販売を主たる事業として昭和

48 年に営業を開始し、現在は製造機能も備え、光応用機器事業、機能性材料事業及びバイオ関連事

業等を行っております。このうち、光応用機器事業の主要部門であるマシンビジョンシステム部門

においては、創業当初からのコア技術である光学・照明技術を活用し、主に半導体製造装置・電子

部品実装機・液晶製造装置業界向けに、レンズと照明装置を組み合わせたマシンビジョン機器を開

発・製造・販売しており、この分野では、世界トップシェアを誇っております。また、当社及び当

社グループ会社は、レンズ（光学設計）、照明（LED・光ファイバ照明）及びカメラを全て開発から

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。 

現在、当社は、平成 20 年３月期から平成 22 年３月期までの３年間の中期経営計画「Global 10」

を遂行しており、当該期間で飛躍的発展をするための基盤を構築するという経営方針の下、「 終年

度に連結売上高 180 億円、営業利益率 10％」という数値目標を掲げ、その実現に向けて、収益力強

化に取り組んでおります。また、「Global 10」では以下の各項目を重点目標として策定しておりま

す。 

・ 経営資源の再配分による重点事業強化 

・ QCD の追求（Q：Quality=品質、C：Cost=価格、D：Delivery=納期） 

・ 海外展開の推進 

・ 新製品開発・新規市場開発の推進 

・ コーポレートガバナンスの強化 
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・ 資本構成の再構築の検討 

・ 株主様とのコミュニケーション強化 

さらに「Global 10」においては、グローバル市場での事業拡大が大きな経営目標となっておりま

すが、当社がグローバル企業へと発展を遂げるためには、欧州及び北米市場における販路の確保が

重要な課題となっておりました。 

このような状況の下、当社はシナジー効果が高い光学、画像処理及び照明関連企業との提携の可

能性を模索しており、平成 19 年４月に以前から光ファイバ等の技術交流のあったショットに業務提

携の打診を行いました。ショット・グループと当社は、ともに光ファイバにおいて有力なメーカー

であるものの、ショット・グループは主に自動車、医療、工業、航空、建築及びディフェンス業界

向けで特に欧州及び北米市場に強みを持ち、当社は主に半導体、液晶事業向けで日本及びアジア市

場に強いという異なる強みを持っており、相互補完の関係を築くことが可能とショットでも判断し、

同年６月 13 日に業務提携に関する覚書を締結いたしました。当該覚書は、両社による下記の項目を

通じた業務提携の構築の可能性を模索することを主な目的としております。 

① 日本において有力な当社及び欧州・北米において有力なショット・グループのそれぞれの販売

網を活用した主力製品の相互販売 

② 相互に供給可能な製品を特定し、購買コストの削減 

③ 新製品開発へ向けた相互の開発努力の融合 

上記覚書に続き、当社とショットは 2007 年 10 月に共同技術開発に係る基本合意書を締結し、同

年 11 月に２本の販売代理店契約の締結をいたしました。以来、当社とショットは役員間及び実務レ

ベルで共同して業務に取り組むことに成功し、良好かつ強力な関係を構築して参りました。 

このように、当社とショットは、お互いに良好な関係を構築しているものの、純粋な業務提携と

いう提携形態では、相互に提供可能な製品及び技術が限定されてしまうため、当社及びショットの

間でより包括的な提携関係に発展させたいという認識が強まっておりました。また、当社は、上記

「Global 10」の重点目標として挙げております海外展開の推進(具体的には、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)、QCD の追

求及び新製品開発・新規市場開発の推進といった項目を 優先事項と考え、当社にとって重要な原

材料である高品質なガラスを安定的に供給でき、かつドイツの自動車メーカー等、欧米市場で数多

くの有力企業との取引関係を有するショットとより包括的な契約を締結することが、適切かつ も

有効な手段であるとの認識に至りました。 

これらを踏まえた結果、当社及びショットは本資本業務提携契約に合意いたしました。 

(3) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由 

①シナジー効果について 

上記(2)でも述べたとおり、ショットと当社との戦略的提携が既に一定のシナジー効果を証明して

いることから、当社は、ショットの連結子会社となることが当社の企業価値の 大化にとって現時

点で考え得る 良の方策であると判断しております。 

ショットとの本資本業務提携契約により主に市場及び技術面で提携効果が見込まれますが、それ

ぞれ具体的には以下のとおりです。 
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(i) 市場の補完： ショット・グループの販売ネットワークの利用による、当社の欧州及び北米市

場における販売の拡大 

当社の販売ネットワークの利用による、ショットのアジア市場における販売の拡大 

(ii) 技術の補完： 当社のマシンビジョンシステムに関する光学設計技術等とショット・グループ

の光ファイバ製造技術等を融合した新製品の開発及びショット・グループにより開発された新

規用途における当社の既存技術の応用等 

当社は、ショットとの本資本業務提携契約に基づく本公開買付けが、当社が中期経営計画「Global 

10」において掲げる海外展開の推進による当社のグローバル化という経営目標にも一致するもので

あると考えております。 

②買付価格について 

当社は、本公開買付けに関する意見を決定するに当たり、独立したフィナンシャル・アドバイザ

ーとして新光証券株式会社(以下｢新光証券｣といいます。)を選定し、当社の株式価値の算定を依頼

いたしました。これに基づき、当社は、１株当たり 740 円という本公開買付けの買付価格（以下「本

買付価格」といいます。）の妥当性を検討するための参考資料として、新光証券より当社株式に関す

る株式価値算定書を取得いたしました。新光証券の株式価値算定書では、当社株式価値について、

当社より提供された財務情報及び財務予測その他の一定の前提及び条件の下で、市場株価平均法、

類似会社比較法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「DCF 法」といいます。）の

各手法を用いて分析を行っており、市場株価平均法では 406 円から 489 円、類似会社比較法では 258

円から 494 円、DCF 法では 547 円から 649 円のレンジが、当社の株式価値の算定結果として示されて

おります。本買付価格は、上記の各手法によるレンジを上回っています。 

なお、本買付価格は、平成 20 年９月 22 日を基準日とする株式会社東京証券取引所（以下「東京

証券取引所」といいます。）市場第一部における当社の普通株式の終値 501 円に対して 47.7％のプレ

ミアムを、過去１ヶ月間における単純平均 413 円に対して 79.2％のプレミアムを、同３ヶ月間の単

純平均 474 円に対して 56.1％のプレミアムを、同６ヶ月間の単純平均 474 円に対して 56.1％のプレ

ミアムを加えた金額です。 

③買付株数に上限が設定されていないこと 

本公開買付けは、買付け等を行う株券の数に上限が設定されておりません。すなわち、本公開買

付けにおいては、応募株券の総数が 4,585,600 株以上となる場合は、応募された株券の全部につい

て買付けが行われるため、株券の売却を希望される株主の皆様が応募した株券の全てを売却するこ

とが可能となっております。 

※本公開買付けにおける応募株券の総数が 4,585,600 株に満たない場合には、公開買付者による応

募株券の全部の買付けは行われません。 

④株式の上場が維持されること 

当社は本公開買付け後も当社株式の上場が維持されることを希望しており、ショットも、本資本

業務提携契約において、当社の株式が、本公開買付けの結果、東京証券取引所の定める上場廃止基

準に該当した場合においても、当社株式の上場を維持するため、当社に対し、必要に応じて合理的

な協力を行う旨合意しております。本公開買付けは、当社の残存株主のスクイーズ・アウト（締め

出し）を行うための組織再編行為その他の行為の組み合わせにより、当社の全株式を取得すること
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によって、当社を非公開化することを企図して開始されるものではありません。 

⑤少数株主の保護 

当社は、本公開買付け後に少数株主の保護が適切に図られるかどうかということを重視しており

ます。ショット及び当社は、本資本業務提携契約において、当社が以下の事項を確保するための方

策（方針の策定や手続の採択など）を講じることに合意しています。 

(i) 議決権比率の高い株主（ショットを含む。）からの当社への不当な圧力のコントロール 

(ii) 当社と関連当事者（これにはショット及びショット･グループを含む。）との間の取引の公正性

と独立当事者間取引における条件の原則との整合性 

このように、当社の取締役が、当社の株主利益保護のための合理的な措置を講じ、取締役として

の責任を果たすことは、当社の株主の皆様の株主共同の利益の維持向上につながると当社は考えて

います。 

⑥当社の企業文化が維持されること 

当社は、当社の企業価値創出の源泉である当社従業員のモチベーションを維持し、その流出を防

ぐためには、創業以来 35 年間培われてきた当社の持つ企業文化及びビジネス慣行の尊重が必要であ

ると考えております。更に、当社とその従業員及び労働組合との間の良好かつ強力な関係の維持並

びに日本における一般的な雇用慣行が尊重されることも重要であると考えておりますが、公開買付

者はこれらの重要性を認識していると理解しております。 

 

当社は、平成 20 年９月 24 日開催の当社取締役会において、上記（3）①ないし⑥の本公開買付け

を通じた本資本業務提携契約により見込まれる利益及び本公開買付けの諸条件等について、慎重に

検討した結果、本資本業務提携契約が当社の企業価値の向上に資するとともに、本公開買付けの諸

条件も妥当であり、当社の株主の皆様に対して合理的な価格により当社株式の売却の機会を提供す

るものであると判断し、本公開買付けに賛同すること及び当社株主の皆様に対して本公開買付けへ

の応募を勧めることを可決いたしました。 

なお、この取締役会は当社取締役８名全員が出席して行われ、上記の決議は、出席取締役の出席

取締役のうち２名の取締役を除く６名の取締役の賛成により可決されました。また、社外監査役３

名を含む監査役４名が当該取締役会に出席しておりますが、いずれの監査役からも、上記取締役会

決議に関して、適法性の観点からの異議は述べられておりません。 

 

3. 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 

該当事項はありません。 

 

4. 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

当社は、平成 19 年６月 27 日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付け行為に関する対

応方針（以下「買収防衛策」といいます。）の継続を決議しておりますが、本公開買付けに関しては、

平成 20 年９月 24 日開催の取締役会において、買収防衛策に規定する大規模買付け行為には該当せ

ず、買収防衛策の適用を除外する旨決議しております。 
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5. 公開買付者に対する質問 

該当事項はありません。 

 

6. 公開買付期間の延長請求 

該当事項はありません。 

 

以 上 

 

※公開買付者による買付け等の概要につきましては、添付資料「株式会社モリテックス株式に対する公

開買付けの開始に関するお知らせ」をご参照ください。 
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平成 20 年９月 24 日 

各  位 

会社名  ショット日本ホールディング株式会社 

 

株式会社モリテックス株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 
 

ショット日本ホールディング株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、その取締役会におい

て、SCHOTT AG（公開買付者の親会社。ただし、SCHOTT Glaswerke Beteiligungs-GmbHを通じ

て間接的に保有しています。）と株式会社モリテックス（コード番号：7714 東証１部、以下「対象者」

といいます。）との間で締結された資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）に

基づき、下記のとおり、対象者の普通株式を取得するために公開買付けを開始することを決議致しま

したのでお知らせ致します。 

（注）本資本業務提携契約の詳細については、本日付でSCHOTT AG及び対象者が発表した「ショッ

ト・アーゲーと株式会社モリテックスとの資本業務提携に関するお知らせ」をご覧ください。 
 

記 

 

１．公開買付けの目的 

（１）公開買付けの概要 

公開買付者は、公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により対象者の株式を取得しこれ

を保有することを目的として設立された特別目的会社であり、SCHOTT AG の完全子会社（SCHOTT 

Glaswerke Beteiligungs-GmbH を通じて SCHOTT AG により間接的に保有されています。）です。親

会社である SCHOTT AG（本店所在地：ドイツ連邦共和国マインツ、以下「ショット」といい、その

グループを「ショット・グループ」と総称します。）は、特殊ガラス製品の世界有数の製造業者です。

本公開買付けは、ショットと対象者との間に、強固な業務上の関係を構築するために、ショット・グ

ループが対象者の議決権の過半数を取得することを目的として開始されるものです（ただし、本公開

買付けは、4,585,600 株（対象者の発行済株式総数の約 33.0％）を買付予定数の下限としています。）。 

 
（２）本公開買付けを実施する背景 

ショット・グループは、ショットを中核親会社として、世界各地に所在する子会社及び関連会社か

ら構成される技術を基盤とした国際的な企業集団であり、特殊材料、部品、システムの開発・製造を

営んでいます。ショットは、ドイツにおける特殊ガラス製品の発明以来 120 年を超える歴史を有し、

現在は国際的に業務を展開し、年間売上高は 21 億 4,300 万ユーロ（2007 年９月期）（2007 年７月１

日から同年 12 月 31 日の期間に適用される裁定外国為替相場（日本銀行発表）である１ユーロ＝158

Y Suzuki
テキストボックス
【添付資料】



 2

円の外国為替相場で換算すると約 3,385 億 9,400 万円相当）にのぼります。ショットの売上げは、地

域別でヨーロッパ（約 54％）、北米（約 23％）、アジア（約 18％）、その他の地域（約５％）となって

います。ショットの主要な市場は、家電、医薬品包装、太陽エネルギー、光学、電子、自動車部門で

す。ショット・グループの技術的及び経済的な専門性は、その社会、環境分野における社会的責任と

も密接に関係しており、これは、ショットの 100％株主であるカールツァイス財団の理念にも示され

ています。カールツァイス財団は、その財団規約にも明記されているように、ショット・グループの

将来性の確保のみでなく、光学及び精密機器業界全体の利益の支援、ショット及びその子会社の事業

所における慈善団体の援助、並びにショットの事業分野における研究及び科学活動の援助をその主た

る目的としています。 

ショットは、その子会社であるショット日本株式会社を 1966 年に設立し、日本市場で 40 年以上の

事業経験を有しています。ショット日本株式会社の日本における事業活動は、ショット・グループの

事業に対応して、幅広い分野にわたっています。ショットは、事業活動を営んでいる数多くの産業分

野において、ショットの製品が日本の顧客に受け入れられていると自負しています。2000 年には、シ

ョットと日本電気株式会社とのジョイントベンチャー会社である、NEC SCHOTT コンポーネンツ株

式会社（主な事業分野は、電子部品の開発、製造、販売）が設立されました。ショットの日本におけ

る売上高は、全世界におけるショットの売上高の約 10％を占め、日本市場は、アジアにおけるショッ

トの主要な市場となっています。日本では数多くの技術開発が行われていることから、ショットのよ

うに技術主導の会社にとって、日本は重要な市場といえます。 

ショットのファイバ・オプティクス事業部門（以下「ショット・ファイバ・オプティクス」といい

ます。）は、照明及び光学的画像処理の分野において、世界 大規模を誇る製造業者であり、自動車、

医療、工業、航空、建築及びディフェンス等の分野における顧客に対して、画像処理及び照明技術に

関して、カスタマイズされたハイテク・ソリューションを提供しています。ガラス、ファイバ及びフ

ァイバ・オプティクス部品の製造及びＬＥＤ技術の使用のプロセスを極めることにより、ショット・

ファイバ・オプティクスは市場志向の傑出した製品を開発しています。技術上のノウハウと革新的な

アイデアを提供することにより、世界中の顧客の成功に貢献することがショットの主たる目的です。 

対象者は、光ファイバ他各種特殊素材・機器の輸出入及び国内販売を主たる事業として昭和 48 年に

営業を開始し、現在は製造機能も備え、光応用機器事業、機能性材料事業及びバイオ関連事業等を行

っております。このうち、光応用機器事業の主要部門であるマシンビジョンシステム部門においては、

創業当初からのコア技術である光学・照明技術を活用し、主に半導体製造装置・電子部品実装機・液

晶製造装置業界向けに、レンズと照明装置を組み合わせたマシンビジョン機器を開発・製造・販売し

ており、この分野では、世界トップシェアを誇っております。また、対象者グループは、レンズ（光

学設計）、照明（ＬＥＤ・光ファイバ照明）及びカメラを全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。 

ショット・ファイバ・オプティクスと対象者の両社の中核的な事業分野である光学的画像処理及び

照明の分野において、 近の市場の発展に起因する変化を原因として、日本国内及び国際的市場とも

に競争が著しく激化しています。そのような変化の例として、ハイテク照明ソリューションの分野に

おいて、ファイバ・オプティクスの技術がＬＥＤに基づいた技術に一部置き換わっていることがあげ

られます。ショットも対象者も、この技術分野におけるそれぞれの地位を強化することとなる相互補

完関係にある技術力を構築してきたものであり、強固な特許ポートフォリオによって裏付けられてい

ます。具体的には、対象者は医薬品、航空、自動車といったショットにとって重要な市場における技
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術力を持っているのに対し、ショットは高温融解、極めて効率的なガラス・オプティカル・ファイバ

の製図、自動組立技術など、対象者が現在有する技術力を補完する技術力を有しています。このよう

な環境に対応し、世界的な成長を図るため、ショットと対象者は、それぞれ独自に事業展開を図るよ

りも、相互に協力することでそれぞれの技術力を高めていくことを企図しています。 

上記協力を推進するため、ショット・ファイバ・オプティクスと対象者は、業務提携に合意しまし

た。この業務提携は、画像処理及び照明の技術における両社の独自性や優位性の融合に基づき、そし

てそれにより推進されるものです。その 終的な目標は、技術基盤を日本、ドイツ及び米国に持ち、

日本、中国、ヨーロッパ及び米国に製造拠点をおいて、世界水準の画像処理及び照明のソリューショ

ンを提供する国際事業を展開していくことにあります。かかる画像処理及び照明のソリューションに

は、マシンビジョン機器のカメラ及びレンズシステム、高級車及び商業用航空機の室内照明、マシン

ビジョン及び立体顕微鏡の光ファイバ及びＬＥＤ照明、並びに内視鏡、手術用顕微鏡及びＸ線分析器

等の医療機器にかかる照明及び画像機器等が含まれます。 

上記 終的な目標を達成するため、ショット及び対象者は、①両社の競争力を高め、②大きなシナ

ジー効果を生み、③両社の売上げ及び利益の健全な成長をもたらすと思われる方策につき今後協議を

し、合意する予定です。 

これらの方策として、以下のようなものがあげられます。 

(i) 市場アクセス：ショットは、対象者に対し、その有するヨーロッパ及び北米市場へのアクセス

を提供し、一方、対象者は、ショットに対し、その有するアジア市場へのアクセスを提供するこ

と。 

(ii) 技術力：両社は、新製品の開発に関する研究開発活動（これには、特に、共同研究開発委員会

の設置、相手方に対する技術援助の提供、両社によって相互に特定される一定のノウハウ及び特

許の相互提供及びライセンスの付与が含まれますが、これらに限られません。）において相互に

協力すること。 

ショット・ファイバ・オプティクス及び対象者は、2007 年４月頃から、業務上の協力に関して交渉

を開始し、その後、2007 年 10 月５日に共同技術開発に係る基本合意、並びに 2007 年 11 月 21 日に

２本の販売代理店契約（ショットが対象者の販売代理店となるもの、及び対象者がショットの販売代

理店となるもの）をそれぞれ締結しています。両社は、業務計画レベル及び役員や従業員の間におい

て良好で強固な関係を構築してきております。 

ショットは、現在対象者の約 2.2％の株式を実質的に保有していますが、上記のような協力関係の協

議及び上記契約等の締結後の連絡の過程において、ショット・ファイバ・オプティクスと対象者は、

さらに深度のある、より強固な協力関係を構築するため、緊密な資本提携関係の樹立が得策であると

の認識を共有するに至りました。このように、両社は、その相互の利益を一層増進するため、業務提

携を強固なものとすることを目的として、ショットが、公開買付者による本公開買付けを通じて、対

象者の議決権の過半数を取得することを企図しておりますが、対象者は引き続き上場を維持する方針

です。 

 
（３）本公開買付け実施後の経営方針 

2008 年９月 24 日付をもって、ショットと対象者は本資本業務提携契約を締結しました。本資本業

務提携契約の一部として、ショット及び対象者は公開買付け後の対象者の経営の基本的な枠組みを合

意しています。 
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本公開買付けが成功した場合、本資本業務提携契約上、対象者はショットに対し、（現在の取締役構

成を前提として）２名の取締役候補者を指名することを認めることを合意しています。ショットは、

現在のところ、対象者の監査役候補者を指名する予定はありません（本資本業務提携契約においても、

かかる権利は規定されておりません。）。また、両社は、対象者のＣＥＯ及びＣＦＯが、ショットが指

名した取締役以外の者から選任されることについて合意しております。 

ショットは、近時、少数株主の利益の保護について日本で関心が向けられていることを認識してお

ります。ショットは、本資本業務提携契約において、対象者が以下の事項を確保するための合理的な

方策（方針の策定や手続の採択など）を講じることに合意しています。 

(i) 対象者に対する高い議決権保有比率を有する特定の株主（ショットを含む。）からの不当な影響

力のコントロール 

(ii) 対象者による関連当事者（ショット及びショット・グループを含む。）との間の取引の公正性、

並びに「独立当事者間と同様に（at arms-length）」という原則の遵守 

これらに基づき、対象者の取締役が、対象者の株主利益保護のための合理的な措置を講じることに

より、取締役としての責任を果たすことにつながるとショットは考えています。 

ショットは、本公開買付けの終了後も、対象者の企業文化やビジネス慣行を尊重する意向であり、

その旨本資本業務提携契約において合意しています。他方、対象者は、本資本業務提携契約において、

世界水準の画像処理及び照明のソリューションを提供する国際事業を展開するという業務提携上の

終目標に向けて、ショットと協力していくことを合意しています。本公開買付けが成功し、本資本業

務提携契約の条項が発効した後、対象者とショットは、両社間の業務提携の基本理念の具体化の方策

を検討する予定です。 

ショットは、対象者とその従業員及び労働組合との間の強固で敬意を持った労使関係の重要性を尊

重するとともに、日本における一般的な雇用慣行を尊重していく方針であります。 

 
（４）本公開買付け後における公開買付者による対象者の株券等の追加取得の予定 

ショットは、本公開買付けにより、対象者の総株主の議決権の過半数を取得することを企図してお

り、本公開買付けにおいてかかる過半数の株式取得ができなかった場合には、ショット又はその関係

会社（公開買付者を含みます。）は、本公開買付けの終了後、適切な方策により、対象者の普通株式を

追加取得をするための努力をしてまいります。 

 
（５）買付価格の算定の基礎 

公開買付者は、公開買付価格を決定するに当たり、財務アドバイザーである日興シティグループ証

券株式会社に対し、対象者の株式価値の算定を依頼し、その算定結果に基づき検討を行いました。か

かる分析手法には、(1)市場株価法、(2)類似公開会社比較法、及び(3)ディスカウンテッド・キャッシュ・

フロー法が含まれます。公開買付者は、これらの算定結果に基づき、本公開買付けにおける対象者の

普通株式に係る買付価格を１株当たり 740 円と決定いたしました。なお、１株当たり 740 円という公

開買付価格は、平成 20 年９月 22 日を基準日とする株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」

といいます。）市場第一部における対象者の普通株式の終値 501 円に対して 47.7％のプレミアムを、

過去１ヶ月間における単純平均 413 円に対して 79.2％のプレミアムを、同３ヶ月間の単純平均 474 円

に対して 56.1％のプレミアムを、同６ヶ月間の単純平均 474 円に対して 56.1％のプレミアムを加えた

金額です。 
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（６）上場の維持 

本公開買付けは、公開買付者が買付けを行う株券等の数の上限が設けられておらず、応募株券等の

総数が「株式に換算した買付予定数の下限」以上である限り、応募株券等の全部の買付けが行われま

す。（下記「２（５）買付予定の株券等の数」参照）。したがって、本公開買付けの結果次第では、対

象者の普通株式に係る株券は、東京証券取引所の定める上場廃止基準（有価証券上場規程第 601 条）

のいずれかに該当する可能性があります。かかる上場廃止基準のうち、本公開買付けに関係するもの

として、以下のものがあります（ただし、これらに限定されるものではありません。）。 

(a) 株主数が 400 人未満となること。 

(b) 流通株式数が 2,000 単位未満となること。 

(c) 流通株式時価総額が５億円未満となること。 

(d) 流通株式比率が５％未満となること（一定の例外事由に該当する場合を除く）。 

上記(a)ないし(c)については、東京証券取引所が当該基準に該当するとの決定を行った時点から上場

廃止の決定まで、１年間の猶予期間が認められています。他方、上記(d)については、対象者によって

提出された有価証券報告書に記載されている情報に基づき、東京証券取引所が当該基準に該当するか

否かの決定を行った後、上場廃止決定までの猶予期間は認められていません。 

注：(1)「株主数」とは、１単位以上の株券等を所有する者の数をいいます。(2)「流通株式」とは、上場

株券等のうち、①上場株式数の 10％以上を所有する者が所有する株式、②上場会社の役員が所有する

株式、及び③その他の流通性の乏しい株式として有価証券上場規程施行規則で定めるものを除いたも

のをいいます。(3)「流通株式時価総額」とは、上場会社の事業年度の末日における東京証券取引所の

売買立会における 終価格に、上場会社の事業年度の末日における流通株式の数を乗じて得た額をい

います。 

しかし、本公開買付けは、本公開買付け及びそれに続く対象者の残存株主のスクイーズ・アウト（締

め出し）を行うための組織再編行為その他の行為の組み合わせにより、対象者の全株式を取得するこ

とによって、対象者を非公開化することを企図して開始されたものではありません。むしろ、対象者

は、本公開買付け後も対象者株式の上場を維持することを意図しており、また、ショットも、本資本

業務提携契約において、対象者の株式が、本公開買付けの結果、東京証券取引所の定める上場廃止基

準に該当した場合においても、対象者の株式が上場廃止となることを避けるため、対象者に対し、協

力を行う旨合意しています。ただし、本公開買付けの結果、東京証券取引所の定める上場廃止基準に

該当することになるか否か、現時点では予測が困難であり、また上場廃止基準に該当することとなっ

た場合においても、現時点においてどの基準に該当するかを予想することは困難であるため、具体的

にどのような措置を行うことになるかについては、まだ決定されたものはありません。なお、本公開

買付けの終了後、上記記載の上場廃止基準に該当するかどうかの決定を東京証券取引所が行うまでに

は一定の期間があり、かつ、上記(d)を除き、上記の上場廃止基準において、１年間の猶予期間が認め

られています。したがって、公開買付者は、上場廃止基準に該当することがあった場合においても、

それが本公開買付けにより応募された株式数を理由とするものである限りは、対象者の株式の上場廃

止を回避することが可能であり、かつ、そのような措置がとられるべきであると考えています。 

 
（７）対象者の取締役会の意見 



 6

対象者は、「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下「買収防衛策」と

いいます。）を導入していますが、対象者は、平成 20 年９月 24 日開催の取締役会において、本公開買

付けに関し、買収防衛策の適用を除外する旨決議しております。また、対象者は、同日開催の取締役

会において、本公開買付けに対して賛同の意見表明を決議するとともに、対象者株主の皆様に対して

本公開買付けに応募することを推奨する旨決議しています。また、上記取締役会に出席した監査役か

らは、上記取締役会決議に関して、適法性の観点からの異議は述べられておりません。 

 

２．公開買付けの内容 

(1）対象者の名称         株式会社モリテックス 

(2）買付け等を行う株券等の種類  普通株式 

(3）買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。） 

①当初の期間 

買付け等の期間 平成20年９月25日（木曜日）から平成20年10月23日（木曜日）まで（20営業
日） 

公告日 平成20年９月25日（木曜日） 

公告掲載新聞名 電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 
（電子公告アドレス http://info.edinet-fsa.go.jp/） 

 

②対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 

金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）第

27 条の 10 第３項の規定により、対象者から買付け等の期間の延長を請求する旨の記載がされた意

見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は 30 営業日、平成 20 年 11 月７日（金曜日）ま

でとなります。 

 

③期間延長の確認連絡先 

連絡先:  外国法共同事業ジョーンズデイ法律事務所 

東京都港区虎ノ門四丁目１番 17 号 神谷町プライムプレイス 

事務連絡先 弁護士 吉田勇輝 

電話番号 03-3433-3939（代表） 

確認受付時間 平日９時から 17 時まで 

 (4）買付け等の価格        普通株式１株につき、金 740 円 

 (5）買付予定の株券等の数 

株式に換算した買付予定数 株式に換算した買付予定数の下限 株式に換算した買付予定数の上限

6,777,000 (株) 4,585,600 (株) －(株) 

(注１) 応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定数の下限」（以下「買付予定数の下限」

といいます。）である4,585,600株に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行

いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合には、応募株券等の全部

の買付け等を行います。 

(注２) 本公開買付けを通じて、対象者の自己株式を取得する予定はありません。 
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(注３) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。ただし、応募に際して

は、株券を提出する必要があります（単元未満株式が公開買付代理人又は復代理人を

通じて株式会社証券保管振替機構（以下「証券保管振替機構」といいます。）により保

管されている場合には、株券を提出する必要はありません。）。なお、会社法に従って

株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従

い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。この場合、対象者は、市

場価格で当該買取りを行います。 

(注４) 公開買付期間の末日までに、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行

された対象者の新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又

は移転される対象者株式（対象者が平成20年８月14日に提出した第37期第１四半期報

告書によれば、 大38,000株となります。）も本公開買付けの対象とします。  

  

 (6）買付予定の株券等に係る議決権の数が対象者の総株主等の議決権の数に占める割合 48.77％ 

(注１) 「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける「株式に換算した

買付予定数」に係る議決権の数（67,770個）です。本公開買付けでは、「株式に換算し

た買付予定数の上限」（以下「買付予定数の上限」といいます。）が設定されておりま

せんので、公開買付者が買付け等を行う株券等にかかる議決権の数は、67,770個を超

えることがあります（上記「２(５)買付予定の株券等の数」（注１）参照）。 

(注２) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成20年８月14日に提出した第37期

第１四半期報告書に記載された平成20年６月30日現在の総株主の議決権の数（138,950

個）です。 

(注３) 小数点以下第３位を四捨五入しています。以下(7)及び(8)において同様です。 

 

 (7）公告日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別関係者

の株券等所有割合並びにこれらの合計 

公開買付者 0.00％  特別関係者 2.23％  合計 2.23％ 

 

 (8）買付け等の後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等所有割

合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計 

公開買付者 48.77％  合計 51.00％ 

(注) 本公開買付けでは、買付予定数の上限が設定されておりませんので、「買付け等の後に

おける公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合」並びに「当該株券等所有割

合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計」は、それぞれ48.77％及び

51.00％以上になる可能性があります。 

 

 (9）買付代金 

買付代金 5,014,980,000 円 

(注) 買付代金は、株式に換算した買付予定数（6,777,000株）に１株当たりの買付価格（740

円）を乗じた金額です。対象者が平成20年８月14日に提出した第37期第１四半期報告

書に記載された平成20年６月30日現在の発行済株式総数13,895,928株から自己株式

228株を除いた13,895,700株及び対象者により発行された新株予約権の行使により発

行又は移転されうる株式38,000株の合計13,933,700株を全て買付けた場合、買付代金

は 大で10,310,938,000円になります。 

 

 (10）応募の方法及び場所 

① 公開買付代理人 
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 日興シティグループ証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために下記の復代理人を選任しており

ます。 

 日興コーディアル証券株式会社   東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

 

② 本公開買付けに係る株券等の申込みに対する売付け等の申込みをされる方（以下「応募株主等」

といいます。）は、公開買付代理人又は復代理人の各本店又は国内各営業店において、所定の「公

開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、応募株式を表章する株券を添えて、公開買付期

間の末日の15時30分までに応募して下さい。（ただし、日興コーディアル証券株式会社は各営業

店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店

の営業時間等をご確認のうえ、お手続下さい。）株券が公開買付代理人若しくは復代理人（又は

公開買付代理人若しくは復代理人を通じて証券保管振替機構）により保管されている場合は、

株券の提出は必要ありません。なお、公開買付代理人又は復代理人以外の金融商品取引業者を

経由した応募の受付は行われません。 
 

③ 株券が不発行となっている方は、対象者にて、応募株券等発行の手続を行い、発行された応募

株券等を添えて公開買付期間の末日の15時30分までに、公開買付代理人又は復代理人の各本店

又は国内各営業店において応募して下さい。（ただし、日興コーディアル証券株式会社は各営業

店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店

の営業時間等をご確認のうえ、お手続き下さい。） 
 

④ 応募株主等は、応募には、上記「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意下さい。ま

た、公開買付代理人又は復代理人に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設してい

ただく必要があります。口座を開設される場合には、本人確認書類（注１）をご提出いただく

必要があります。 
 

⑤ 外国の居住者である株主等（法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。）の場合、

日本国内の常任代理人を通じて応募して下さい。また、本人確認書類（注１）をご提出いただ

く必要があります。 
 

⑥ 居住者である個人株主の場合、買付けられた株券に係る売却代金と取得費等との差額は、一般

に株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税（注２）の適用対象となります。 
 

⑦ 日興シティグループ証券株式会社における応募の受付けに際しては、応募株主等に対して、公

開買付応募申込の受付票を交付します。 
 

⑧ 公開買付代理人又は復代理人の各本店又は国内各営業店において、公開買付期間の末日の15時

30分まで応募の受付をします。（ただし、日興コーディアル証券株式会社は各営業店によって営

業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等

をご確認のうえ、お手続き下さい。） 



 9

 

(注１) 本人確認書類について 

公開買付代理人又は復代理人に新規に口座を開設して応募される場合、又は外国人株主

が常任代理人を通じて応募される場合には、次の本人確認書類が必要になります。 

個人…………住民票の写し（６ヶ月以内に作成の原本）、健康保険証の写し、運転免

許証の写し等（氏名、住所、生年月日の全てを確認できるもの） 

法人…………① 登記簿謄本、印鑑登録証明書その他官公庁から発行された書類（６

ヶ月以内に作成のもので、名称と本店所在地の両方を確認できるも

の） 

② 日興シティグループ証券株式会社における応募の受付に際しては、

発注部門の責任者及び資金決済部門の責任者各１名ずつの住民票の

写し（６ヶ月以内に作成の原本）、健康保険証の写し、運転免許証

の写し等（氏名、住所、生年月日の全てを確認できるもの） 

日興コーディアル証券株式会社における応募の受付に際しては、法

人自体の本人確認に加え代表者若しくは代理人・取引担当者個人（契

約締結の任に当たる者）の住民票の写し（６ヶ月以内に作成の原本）、

健康保険証の写し、運転免許証の写し等（氏名、住所、生年月日の

全てを確認できるもの）  

外国人株主…常任代理人に係る上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係

る委任状又は契約書（当該外国人株主の氏名又は名称、代表者の氏名及

び国外の所在地の記載のあるものに限ります。）の写し、並びに常任代

理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限

ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人

確認書類に準じるもの 

 
(注２)株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(居住者である個人株主の場合) 

個人株主の方につきましては、株式の譲渡には、原則として申告分離課税が適用されま

す。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断

いただきますようお願い申し上げます。 

 

(11）買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称 

日興シティグループ証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

日興コーディアル証券株式会社   東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

 

(12）決済の開始日  平成 20 年 10 月 30 日（木曜日） 

（注）法第 27 条の 10 第３項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載が

された意見表明報告書が提出された場合は、平成 20 年 11 月 14 日（金曜日）となります。 

 

(13）決済の方法及び場所 

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在
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地（外国人株主等の場合には常任代理人の住所又は所在地）宛に郵送します。買付けは、現金にて

行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅

滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等（外国人株主の場合にはその常任代理人）の

指定した場所へ送金します。 

 

(14）株券等の返還方法 

下記「(15）その他買付け等の条件及び方法」の「①法第 27 条の 13 第４項各号に掲げる条件の有

無及び内容」又は「②公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記

載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人

及び復代理人は、返還することが必要な株券等を、決済の開始日（公開買付けの撤回等を行った場

合は撤回等を行った日）以降遅滞なく下記の方法により返還します。 

① 応募に際し公開買付代理人又は復代理人に対して株券等が提出された場合は、買付けられなか

った株券等を応募株主等へ交付又は応募株主等の住所（外国人株主の場合はその常任代理人の住

所）へ郵送します。 

 

② 公開買付代理人若しくは復代理人(又は公開買付代理人若しくは復代理人を通じて証券保管振

替機構)により保管されている株券等について応募が行われた場合は、買付けられなかった株券

等を応募が行われた時の保管の状態に戻します。 

 

(15）その他買付け等の条件及び方法 

① 法第 27 条の 13 第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 

応募株券等の総数が買付予定数の下限（4,585,600 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の

買付けを行いません。 

応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下「令」といい

ます。）第 14条第１項第１号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第２号、第３号イ乃至チ、第４号、第５号並

びに同条第２項第３号乃至第６号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回

等を行うことがあります。 

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、

公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による株券等の公開買

付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」

といいます。）第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。 

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無､その内容及び引下げの開示の方法 

法 27 条の６第１項第１号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第 13 条第１項に定める行

為を行なった場合は、府令第 19 条第１項に定める基準により買付け等の価格の引下げを行うこと

があります。 

買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載
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します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定

する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、

当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行いま

す。 

 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 

応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。

契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の 15 時 30 分までに、下記に指定する者に公開買付

応募申込の受付票（交付されている場合）を添付のうえ、本公開買付けに係る契約の解除を行う旨

の書面（以下「解除書面」といいます。）を交付又は送付して下さい。ただし、送付の場合は、解

除書面が公開買付期間の末日の 15 時 30 分までに、下記に指定する者に到達することを条件としま

す。（日興コーディアル証券株式会社は各営業店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異

なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続下さい。） 

 

解除書面を受領する権限を有する者 

日興シティグループ証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

日興コーディアル証券株式会社   東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

（その他の日興コーディアル証券株式会社国内各営業店） 

 

なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約

金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、保管した応募株券等の返還に要する

費用も公開買付者の負担とします。 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

公開買付者は、法第 27 条の６及び令第 13 条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を

行うことがあります。 

買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行いその旨を日本

経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令

第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされ

た場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等

を行います。 

 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、法 27条の８第 11 項ただし書に規定する場合を除

き、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、

府令第 20 条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既

に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正

します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の

内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。 
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⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 

本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第９条の４及び府令第 30 条

の２に規定する方法により公表します。 

 

⑧ その他 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものでは

なく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、フ

ァクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を使用して

行われるものではなく、更に、米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上

記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することは

できません。また、本書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて、又は米国

内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行う

ことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。 

本公開買付けの応募に際し、応募株主等（外国人株主の場合は常任代理人）は公開買付代理人

に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時

点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買

付けに関するいかなる情報又は書類（その写しを含みます。）も、直接間接を問わず、米国内にお

いて若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付

け若しくは公開買付応募申込書の署名ないしは交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その

他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、イ

ンターネット通信を含みますが、これらに限りません。）又は米国内の証券取引所施設を使用して

いないこと。米国における他の者のための、裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動す

る者ではないこと（当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除き

ます。）。 

 

３．対象者又はその役員との本公開買付けに関する合意の有無 

対象者の取締役会は、平成 20 年９月 24 日開催の取締役会において、本公開買付けに対し賛同

する旨を決議しております。 

 

４．公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所 

ショット日本ホールディング株式会社  東京都新宿区本塩町７番地 

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町２番１号 

 

５．公開買付者である会社の目的、事業の内容及び資本金の額 

①会社の目的 

公開買付者は、次の事業を営むことを目的としております。 

(1) 株式の取得、保有及び処分 

(2) 会社経営に関するコンサルティング業務 

(3) 前各号に付帯関連する一切の業務 

 



 13

②事業の内容 

公開買付者は、対象者の株式を取得及び保有することを主たる事業内容としております。 

 

③資本金の額 8,400,000円（平成20年９月24日現在） 
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（参考）公開買付者及びショットの概要 

（1）商号 ショット日本ホールディング株式会社 ショット・アーゲー 

（SCHOTT AG） 

（2）主な事業内容 株式の取得、保有及び処分、並びに、会社

経営に関するコンサルティング業務 

特殊ガラス製品を中心とした特殊材料、

部品、システムの開発・製造 

（3）設立年月日 平成 20 年 8月 21 日 明治 17 年（1884 年） 

（4）本店所在地 東京都新宿区本塩町７番地 ドイツ連邦 55122 マインツ市 ハッ

テンベルグ通り 10 

（Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, 

Germany） 

（5）代表者の役職・氏名 代表取締役 湯川愛里 取締役会長 ウド・ウンゲホイヤー 

（ Udo Ungeheuer, Chairman of the 

Management Board） 

（6）資本金の額 8,400,000 円 

（平成 20 年９月 24 日現在） 

150 百万ユーロ（約 22,500 百万円） 

（平成 19 年９月 30 日現在） 

（7）大株主及び持株比率 SCHOTT Glaswerke Beteiligungs-GmbH 、

100％ 

カールツァイス財団 

（Carl-Zeiss-Stiftung） 100％ 

資本関係 該当事項はありません。 ショットは、対象者の普通株式 309,900

株を実質的に保有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 販売、販売代理及び研究開発の３分野に

ついて、戦略的提携を結んでおります。

（8）対象者との関係 

関連当事者へ

の該当状況 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

（注記） 上記表は１ユーロ＝150円にて換算しております。 

以 上 
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このプレスリリース（以下「本リリース」といいます。）は、本公開買付けを一般に公表するために作

成されたものであり、対象者の株式（以下「対象株式」といいます。）の買付け等の申込み又は売付け

等の申込みの勧誘を目的とするものではなく、また、対象株式の買付け等の申込み又は売付け等の申

込みの勧誘とみなされるものでもありません。 

 

本リリースの記載には、｢将来に関する記述｣（forward-looking statements）が含まれています。既知若

しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が｢将来に関する記述｣として明

示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者及びその関連会社は、

このような「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなるこ

とを何ら約束又は保証するものではありません。本リリース中の「将来に関する記述」は、本リリー

スの日付において、公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられる場

合を除き、公開買付者は、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。 

 

対象者の株式につき、本公開買付けへの応募を検討される方は、かかる応募を行うか否かの投資判断

を行う前に、公開買付説明書を十分ご検討下さい。 

 

国又は地域によっては、本リリース（又はその一部）の発表又は配布に法律上の制限が課されている

場合があります。かかる国又は地域において、適用ある関係法令に反して本リリースの発表又は配布

がなされた場合であっても、本リリースの受領は、対象株式の買付け等の申込み又は売付け等の申込

みの勧誘とみなさるものではなく、単に参照目的での資料配布とみなされるものとします。 

 
 
 




