
平成 21 年５月１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 広報企画統括部長 原田 国重 

電 話 番 号 03－3401－0984 
 

 

親会社等の決算に関するお知らせ 
 

 当社の非上場の親会社等である SCHOTT AG の 2008 年９月期の決算が確定しましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．親会社等の概要 

 

（１）親会社等の名称 

SCHOTT AG（以下「ショット社」といいます。） 
 

（２）事業の概要 

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）当社との関係 

①資本関係 

 ショット社は、子会社を通じて、当社の普通株式 9,839,011 株（発行済株式総数の

70.80％）を保有しております。 

②取引関係 

 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。 

③人的関係 

 当社は、ショット社の従業員１名（松岡昇氏、ライティング・イメージング事業部ア

ジア担当バイスプレジデント）を当社の取締役として受け入れております。 
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２．親会社等の連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表（2008 年９月 30 日現在） 

 

（単位：千ユーロ） 

（資産の部） （資本及び負債の部） 

固定資産 資本  
 無形固定資産 130,609  資本金 150,000 
 有形固定資産 1,135,096  資本準備金 322,214 
 関係会社株式 66,824  利益剰余金 325,222 
 繰延税金資産 102,586  評価差額 △4,037 
 その他の金融資産 142,335  少数株主持分 135,311 
 その他の非金融資産 30,635  928,710 
 1,608,085   
 固定負債  
流動資産  年金債務引当金 550,532 
 棚卸資産 441,070  その他の引当金 109,091 
 売掛金 311,932  繰延税金負債 45,664 
 還付税 20,051  金融負債 237,057 
 その他の金融資産 27,037  その他の非金融負債 40,096 
 その他の非金融資産 36,272  982,440 
 現金及び現金同等物 103,433   
 939,795 流動負債  
  その他の引当金 86,931 
 売却用保有資産 949  未払金 153,874 
  買掛金 193,867 
  未払法人税 9,752 
  その他の金融負債 104,105 
  その他の非金融負債 89,150 
  637,679 
   
資産合計 2,548,829 資本及び負債計 2,548,829 
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（２）連結損益計算書（2007 年 10 月１日から 2008 年９月 30 日まで） 

 

（単位：千ユーロ） 

売上高 2,228,392
売上原価 △1,509,760
売上総利益 718,632
販売費 △201,162
研究開発費 △71,262
一般管理費 △242,803
その他の営業収入 245,718
その他の営業費用 △158,690
持分法による投資損失 △1,604
営業活動による利益 288,829
 

受取利息 12,846
支払利息 △58,150
その他の営業外損益 13,488
営業外損失 △31,816
 

税引前持続事業利益 257,013
法人税等 △76,127
持続事業利益 180,886
 

廃止した事業活動からの利益（税引後） 1,596
グループ純利益 182,482
 

少数株主利益 18,647
当期純利益 163,835
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（３）連結キャッシュ・フロー計算書（2007 年 10 月１日から 2008 年９月 30 日まで） 

 

（単位：千ユーロ） 

営業活動による利益 288,829
廃止した事業活動からの利益（税引後） 1,596
減価償却費等 162,791
固定資産売却益等 △14,733
その他キャッシュ・フローに影響を与えない費用又は収益 △55,314
棚卸資産、売上債権の増減額 △105,663
仕入債務の増減額 42,122
引当金の増減額 △2,412
支払利息 △29,806
受取利息 8,885
法人税等支払額 △41,979
営業活動によるキャッシュ・フロー(A) 254,316
 内 廃止した事業活動にかかるもの 376
 

有形固定資産売却によるキャッシュ・インフロー 52,998
有形固定資産取得によるキャッシュ・アウトフロー △296,538
連結子会社・事業部門売却によるキャッシュ・インフロー 8,720
固定金融資産の売却によるキャッシュ・インフロー 38,394
連結子会社買収にかかるキャッシュ・アウトフロー △25,945
固定金融資産取得によるキャッシュ・アウトフロー △800
投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △223,171
 内 廃止した事業活動にかかるもの 40,677
 

配当金の支払 △12,422
借入金による調達 51,258
借入金の返済 △14,510
ファンド資産への割当 △7,037
金融債権の減少 10,230
その他の金融債務の減少 △26,265
財務活動によるキャッシュ・フロー(C) 1,254
 内 廃止した事業活動にかかるもの 0
 

現金及び現金同等物の増加額（A+B+C） 32,399
 

現金及び現金同等物の期首残高 74,097
 内 小切手及び現金 2,084
 内 預金 72,013
 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,063
 

現金及び現金同等物の期末残高 103,433
 内 小切手及び現金 1,711
 内 預金 101,722

 
注：ショット社はドイツ連邦共和国法に基づく会社であり、日本とは勘定科目体系や勘定科目名が異

なっております。 
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３．親会社等の株式の状況 

 

（１）所有者別状況 

平成 20 年９月 30 日現在 
株式の状況 

外国法人等 区分 政府及び地

方公共団体 
金融機関 

金融商品

取引業者

その他 

の法人 個人以外 個人 

個人 

その他 
計 

単元未満 

株式の状 

況（株） 

株主数

（人） 
－ － － － 1 － － 1 － 

所有株式

数（株） 
－ － － － 150,000,000 － － 150,000,000 － 

所有株式

数の割合

（％） 

－ － － － 100.00 － － 100.00 － 

 
（２）大株主の状況 

平成 20 年９月 30 日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数(株) 

発行済株式の総数

に対する所有株式

数の割合（％） 

Carl-Zeiss-Stiftung Koenigstrasse 46, 70173 
Stuttgart, Germany 150,000,000 100.00 

計 ― 150,000,000 100.00 
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４．親会社等の役員の状況 

平成 21 年５月１日現在 

役職 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式

数（株）

1983 年 Technical University of Aachen 
工作機械研究室 
マネージング・シニアエンジニ
ア、及び組立て・工作技術研究
チーム主任 

1986 年 BMW 入社 
最終役職：物流、技術計画及び
試験車両製造部門長 

1994 年 ショット社 
企業経営委員会委員 

1995 年 ショット社 
取締役（現任） 

取締役会議長 
(Chairman of the 
Management 
Board) 

Prof. Dr. Udo 
Ungeheuer 

1950 年 
10 月 23 日

2004 年 ショット社 
取締役会議長（現任） 

（注１） 0

1987 年 Bayer AG 
製造及びセントラル・リサーチ
研修生、及び原材料コーティン
グ事業部プラント・マネジメン
ト・アシスタント 

1989 年 Mobav Corp., USA 
原材料コーティング事業部 
プラント・マネージャー 

1991 年
 

Bayer AG 
原材料コーティング事業部 
製造部長 

1995 年
 

Bayer AG 
Bayer 企業戦略計画担当 

1996 年
 

Bayer AG 
プラスティック事業部 
研究開発部長 

2001 年 Bayer AG 
プラスティック事業部長 

2002 年 Bayer Polymers 
エグゼクティブ・コミッティー
委員 

2005 年 Bayer AG 
Bayer Country Group 
スピーカー・グレーター・チャ
イナ 

2005 年 Bayer (China) Ltd. 
チェアマン 

取締役 
(Member of the 
Board of 
Management) 

Dr. Jürgen 
Dahmer 

1956 年 

8 月 25 日

2008 年 ショット社 
取締役（現任） 

（注１） 0
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1989 年
 

MAHO AG, Pfronten (Germany) 
最終役職：原料管理及び物流部
門長 

1994 年 KHS Maschinen- und Anlagenbau 
AG, Bad Kreuznach (Germany) 
原料物流及び製造部門長 

1995 年 ショット社入社 
TV ガラス部 
バイス・プレジデント（テクニ
カル） 

2003 年 ショット社 
エグゼクティブ・バイス・プレ
ジデント及び企業経営委員会委
員 

取締役 
(Member of the 
Board of 
Management) 

Dr. Hans-
Joachim Konz 

1960 年 

2 月 15 日

2008 年 ショット社 
取締役（現任） 

（注１） 0

1980 年 従軍 
1982 年 Karlsruhe Professional Academy 

“Diplom-Betriebswirt” 経営学修
士取得 

1985 年 Kömmerling Group 
エクスポート・スペシャリスト 

1988 年 Kömmerling Ltd., London 
マネージング・ディレクター 

1990 年 Kömmerling Group 
最終役職：グループ統括部門長 

1991 年 Winkhaus Group 
東南アジア営業マネージャー 

1992 年 Kömmerling Group 
最終役職：マネージング・ディ
レクター 

2000 年 ショット社 
バイス・プレジデント及び企業
経営委員会委員 

取締役 
(Member of the 
Board of 
Management) 

Mr. Klaus 
Rübenthaler 

1960 年 

9 月 20 日

2003 年 ショット社 
取締役（現任） 

（注１） 0

計 0
 
（注１）ドイツ法上、取締役の任期は最長５年と規定されていますが、ショット社の定款では

具体的な任期は規定されていません。各取締役の任期は、ショット社の監査役会（Supervisory 
Board）及び各取締役との間で個別に合意されていますが、対外的には公表されていません。 
 
（注２）2008 年９月期におけるショット社の役員報酬の総額は 5,205,000 ユーロです。 
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