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Macronix International Co., Ltd.Macronix International Co., Ltd.Macronix International Co., Ltd.Macronix International Co., Ltd.とのとのとのとの提携提携提携提携にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    
 

 当社は平成17年５月12日開催の取締役会において、Macronix International Co., Ltd.（台湾証券
取引所 2337、米国ＮＡＳＤＡＱ MXICY、以下「マクロニクス社」）との間で戦略的な業務提携を
行う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．業務提携の趣旨 
 マクロニクス社と当社は、今後拡大することが見込まれる中国市場を中心としたアジア太平洋地
域における、ＬＳＩ事業、システム事業の拡大に向けた戦略的な業務提携を結びました。 
 また同時に、当社は台湾における投資子会社を通じて、マクロニクス社の株式を取得し、マクロ
ニクス社に取締役を派遣いたします。これにより15年来の営業上の取引に加え、さらに緊密な人
的・資本関係を構築し、両社の相互発展を図ろうとするものであります。 
 
２．業務提携の内容 
・当社グループは、ＬＳＩ事業分野においては日本で培った高度なＩＰやノウハウに基づいた携帯
電話、デジタルスチルカメラ、地上波デジタル放送関連向けＡＳＳＰ、システム事業分野におい
てはネットワークカメラ、セキュリティ関連製品、の基本技術やベースとなる製品をマクロニク
ス社へ提供し、マクロニクス社は市場拡大に必要な技術サポート、ローカライズを行う。 

・マクロニクス社は、当社グループ製品を拡販するためのマーケティング、企画・提案を行って、
当社グループならびにマクロニクス社の技術をもって、共同で新たなＬＳＩ製品の開発を行い、
マクロニクス社が販売を行う。 

・当社グループは、マクロニクス社製品を拡販するためのマーケティング、企画・提案を行って、
当社グループならびにマクロニクス社の技術をもって、共同で新たなＬＳＩ製品の開発を行い、
当社グループが販売を行う。 

・マクロニクス社の中国デザインセンターにおけるＬＳＩチップデザインの技術者と、当社のアル
ゴリズム、アーキテクチャー開発の技術者の協業と相互補完によって、両社の製品開発力の向上
と製品群の拡充を行う。 
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３．Macronix International Co., Ltd.の概要 
(1）名 称  Macronix International Co., Ltd.（旺宏電子股份有限公司） 
(2）株 式 上 場  台湾証券取引所 2337、米国ＮＡＳＤＡＱ市場 MXICY 
(3）主 な 事 業  マスクＲＯＭ、フラッシュメモリー、ＥＰＲＯＭおよびＡＳＳＰ等の開発・製

造・販売 
(4）設立年月日  1989年12月 
(5）本店所在地  中華民国新竹科學園區力行路十六號 
(6）代 表 者  Miin Wu (Chairman & CEO) 
(7）資 本 の 額  655億台湾ドル 
(8）従 業 員 数  約3,600名 
(9）大株主構成  National Stabilization Fund            1.31％ 

Credit Swiss First Boston International 
-Standard Chartered Bank Trust Account-   1.11％ 

Delta Electronics Ltd.              0.81％ 
Kuo Hua Life Insurance Co., Ltd.         0.80％ 
Treasury Stock, Macronix International Co., Ltd. 0.79％ 
Mr. Miin Wu                    0.61％ 

 
４．当社との関係 
(1）資本関係    当社の在台湾子会社Shun Yin Investment Ltd.（本店：中華民国台北市）を

通じて、マクロニクス社株式１億２千５万株を所有(発行済約2.6％) 
(2）人的関係    当社執行役員 高田 明がマクロニクス社取締役に就任予定 
(3）取引関係    特定顧客向けＬＳＩの製造委託、仕入れ 
 
５．日程 

平成17年５月12日  取締役会決議 
          ‘GENERAL AGREEMENT ON BUSINESS ALLIANCE’を締結し、共同事業開始 

 
６．今後の見通し 
 中国市場を中心に、2007年度で、ＬＳＩ事業、システム事業を併せて年間100億円から150億円の
売上を見込んでおります。 
 
７．業績見通し 
 今後の業績予想につきましては、明日５月13日16時に開示予定の決算短信に記載の予定でありま
す。 
 
８．参考情報 
 明日朝の中華民国台北市場において、マクロニクス社と当社は共同で添付をリリースする予定で
あります。 
 ‘Expand partnership, Macronix and MegaChips’ 
 

以上 
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Macronix International Co., Ltd. 
16, Li-Hsin Road, Hsinchu Science Park, 
Hsinchu, Taiwan, R.O.C.           
Tel: +886 3 578 6688 
Fax: +886 3 563 2888 

MegaChips Corporation
4-1-6, Miyahara, Yodogawa-ku,
Osaka, Japan 
Tel: +81 6 6399 2884 
Fax: +81 6 6399 2886 

 
Joint Press Release 

05/13/2005 

Expand partnership, Macronix and Megachips 
 

Macronix announces today that Mr. Akira Takata, an 
Officer of MegaChips Corporation, is designated by 
Shun Yin Investment Ltd. as its director at Macronix. 
Macronix and Megachips will further expand their 
cooperation in Asia Pacific Region. 
 
Hsin-Chu, Taiwan, R.O.C. // Osaka, Japan – May 13th 2005, Macronix 
International Co., Ltd. (NASDAQ: MXICY, TSEC: 2337) and MegaChips 
Corporation (TSE First section: 6875) announced their strategic alliance in 
further expanding their cooperation of semiconductor business in Asia Pacific 
region, especially in areas of advanced system logic products and application 
specific memory products. Mr. Akira Takata, an officer of MegaChips Corporation 
is designated by Shun Yin Investment Ltd as its representative director at 
Macronix. 
 
“ We are pleased to announce that MegaChips Corporation, a long term strategic partner 
of Macronix in Japan, made strategic investment in Macronix and Mr. Akira Takata, an 
officer of MegaChips, is designated as a director of Macronix by Shun Yin Investment 
Ltd., a subsidiary of MegaChips.   This strategic investment not only resolves our 
directors shareholding requirement but also enable Macronix to further expand Japanese 
market as well as nearby region.” said Miin Wu, Chairman and CEO of Macronix 
International Co., Ltd.    
 
“The strategic investment of MegaChips will accelerate the speed of transformation 
toward our next level of growth, and is coherent with our high-growth targets and to open 
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up new business opportunity in Asia Pacific region” emphasized Mr. Shigeki Matsuoka, 
President & Representative Director of MegaChips Corporation.  
 
Macronix is rapidly growing the non-volatile memory business and aims to 
expand the market share of system logic products in broader electronic device 
platforms.  
 
MegaChips, one of the leading Japanese fabless LSIs, software and systems 
providers, who successfully teamed up with Macronix and brought up non-volatile 
memory and system logic product solutions into Japanese market, including 
Nintendo fifteen years ago, is teamed up with Macronix again to focus on 
expanding the high growth system logic semiconductor market, especially in 
personal consumer & automobile electronic segments in Asia Pacific region.  
 
“ We are pleased to expand our collaboration with MegaChips and leverage their 
advanced LSIs, software and systems products know how, especially in imaging 
processing & wireless application into Asia Pacific region. As Macronix now focus on 
expanding the system logic and application specific memory product portfolio, and the 
timely provide value added products and solutions to meet our customers’ needs is critical 
to our future success.” Said Mr. Miin Wu, Chairman and CEO of Macronix International 
Co., Ltd. 
 
“ We are excited with our on-going partnership with Macronix and proud to offer our 
knowledge in advanced LSIs, software and systems into Asia Pacific region which we 
have huge business growth potential in coming years. As Asia Pacific region became the 
key manufacture factory for worldwide electronic devices, the strategy to penetrate this 
market was essential to our future growth. By leveraging Macronix’s core technology of 
system logic products in audio, display and communication applications together with 
their relationship with major system companies in greater China area and by jointly 
collaborating each parties’ core technology, intellectual property, know-how and human 
resources, MegaChips will accelerate the speed of introducing new creative products and 
solutions toward the next level of business growth ” emphasized Mr. Shigeki Matsuoka, 
President & Representative Director of MegaChips Corporation. 
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Safe Harbor Statement under the provisions of the United States Private Securities 

Litigation Reform Act of 1995 

The news release contains forward-looking statements, as defined in the Safe Harbor Provisions 

of the United States Private Securities Litigation Reform act of 1995.. A description of certain risks 

and uncertainties, which could cause actual results to differ materially from those indicated in the 

forward-looking statements can be found in the section captioned “ Risk Factors” in the 

Company’s 2003 Annual Report on Form 20-F filed with the U.S. Securities and Exchange 

Commission on June 29,2004. The Company undertakes no obligation to publicly update or 

revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or 

otherwise. 

 

About Macronix International Co., Ltd. 
Macronix International Co., Ltd. (NASDAQ: MXICY and TSEC: 2337) is an 
independent designer, producer and supplier of nonvolatile memory products 
such as Mask ROM, EPROM, Flash, logic, and other application-specific 
integrated circuit products including system-on-a-chip (also named as SOC) and 
solutions. Macronix views itself as an integrated solutions provider, always 
treating its customers as its strategic partners and working closely with them in all 
aspects of product development to provide satisfactory silicon chip solutions. 
Headquartered in Hsin-Chu, Taiwan, Macronix currently employs approximately 
3,600 people worldwide. 
 

About Megachips Corporation 
MegaChips Corporation (Tokyo Stock Exchange, First section: 6875) is a 
creative , R&D focused, fabless technology company, by offering technologically 
advanced LSIs, software, systems and other cutting age solutions that enable the 
full realization of rich-media information, MegaChips enhance human expression 
and contribute to the spiritual fulfillment of human culture. 
 
For more information, please visit the website at  
www.macronix.com and www.megachips.co.jp. 
Contacts: 
Jonathan Lee  
Macronix International Co., Ltd.         
Finance Center                       
+886-3-578-6688 ext.76630 
jonathanlee@mxic.com.tw 

Fujii Masayuki   
MegaChips Corporation.               
Director & Executive Officer            
+81-6-6399-2884 
fujii.masayuki@megachips.co.jp 
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2005年５月13日 

マクロニクスマクロニクスマクロニクスマクロニクスととととメガチップスメガチップスメガチップスメガチップスのののの協業拡大協業拡大協業拡大協業拡大についてについてについてについて    

Macronix 社（台湾、正式名称：Macronix International Co., Ltd.、以下、「Macronix」）

は、メガチップス（正式名称：株式会社メガチップス、以下、「メガチップス」）の執行

役員 高田 明が Shun Yin Investment Ltd.（台湾）を代表して Macronix の取締役に

指名されたことを発表する。これにより、Macronix とメガチップスはアジア太平洋地

域での協力を拡大する。 

 

新竹科学工業園区、中華民国//大阪、日本－2005年５月13日, 

Macronix（米国ＮＡＳＤＡＱ 証券コード:MXICY、台湾証券取引所 証券コー

ド:2337）とメガチップス（東京証券取引所第１部 証券コード:6875）は、半導体事業

の協力関係をアジア太平洋地域における最先端システムＬＳＩ製品から特定用途メモ

リー製品まで拡大する戦略的提携を発表した。また、株式会社メガチップスの執行役員 

高田 明が Shun Yin Investment Ltd.を通じて Macronix の取締役に指名された。 

 

「我々は、日本市場での Macronix の長期的な戦略的パートナーであるメガチップス

が子会社である Shun Yin Investment Ltd.を通じて、Macronix への戦略的投資を行っ

たことを発表できて嬉しく思う。今回の戦略的投資およびパートナーシップは、

Macronix が台湾ＳＦＢ規則による取締役の株式保有規制問題を最小化できるだけでな

く、日本市場やその近隣市場でのシェア拡大を見込むことが出来る。」と Macronix の会

長兼ＣＥＯである Miin Wu はコメントしている。 

 

「今回の Macronix への戦略的投資によって、当社は次なる成長段階への移行を加速

するとともに、我々の成長シナリオに一致し、アジア太平洋地域における新たなビジネ

スの機会を切り開くものである。」とメガチップスの代表取締役である松岡茂樹は強調

した。 

 

Macronix は不揮発性メモリービジネスを急速に育成しており、拡大する電子部品の

中でシステムＬＳＩ製品のマーケットシェア拡大に注力している。 

 

メガチップスは、日本におけるシステムＬＳＩ、ソフトウェアおよびシステムを手掛

ける有力ファブレス企業の一つであり、Macronix と協力し15年前に任天堂を含めた日

本市場への不揮発性メモリーおよびシステムＬＳＩ製品によるソリューションの提供

に成功しているが、再び Macronix と手を組み、成長性の高い、システムＬＳＩ市場の

拡大、特に中国大陸を含めたアジア太平洋地域におけるパーソナルコンシューマー市場

やカーエレクトロニクス市場への参入を目指している。 
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「我々は、メガチップスとの協力関係を拡大し、中国大陸を含めたアジア太平洋地域

へのメガチップスの最先端システムＬＳＩ、ソフトウェアおよびシステム製品のノウハ

ウ、特に画像処理やワイヤレス通信アプリケーションの供給を梃入れすることを嬉しく

思う。現在 Macronix は、システムＬＳＩや特定用途向メモリー製品の製品群の拡大、

顧客の要求を満たす付加価値のある製品やソリューションをタイムリーに供給するこ

とに注力しており、これは将来の成功のためには重要になっている。」と Macronix の会

長兼ＣＥＯである Miin Wu はコメントしている。 

 

「我々は、進行中の Macronix との提携に期待しており、今後数年間に大きなビジネ

スの潜在的な成長機会があるアジア太平洋地域に、最先端のシステムＬＳＩ、ソフトウ

ェア、システム製品のナレッジを供給することを誇りに思う。アジア太平洋地域は世界

の電子部品の生産にとっての重要な生産工場となり、この市場に進出する戦略は将来の

我々の成長にとって不可欠である。Macronix の技術の核であるオーディオ、ディスプ

レーそしてコミュニケーション分野のシステムＬＳＩ製品と Macronix の中国大陸の主

要なシステム企業との関係やそれぞれの核となる技術、ＩＰ、ノウハウ、人材を共に活

用して、メガチップスは次の段階の事業成長を目指して新しい創造的な製品群やソリュ

ーションの市場に供給するスピードを早めることとなる。」とメガチップスの代表取締

役である松岡茂樹は強調している。 

 

1955195519551955年米国私募証券訴訟改革法年米国私募証券訴訟改革法年米国私募証券訴訟改革法年米国私募証券訴訟改革法にににに基基基基づくづくづくづく免責条項免責条項免責条項免責条項（（（（Safe Harbor StatementSafe Harbor StatementSafe Harbor StatementSafe Harbor Statement））））    

本ニュースリリースは、1995年の米国私募証券訴訟改革法に基づく免責事項に規定さ

れる将来の見通しに関する記述（forward-looking statements）を含みます。様々なリ

スクならびに不確実性を含んだ記述は、実際の結果と2004年６月29日に米国証券取引委

員会に提出された Form 20-F の2003年アニュアルリポートにおける“Risk Factors”の

項目における将来の見通しに関する記述を異なるものとする可能性があります。 

会社は、その相違を新たな情報や出来事やその他による結果と考え、将来の見通しに

関する記述のいかなる更新または修正を行う義務を負いません。 

 

Macronix International Co., Ltd.Macronix International Co., Ltd.Macronix International Co., Ltd.Macronix International Co., Ltd.についてについてについてについて    

Macronix International Co., Ltd.（米国ＮＡＳＤＡＱ 証券コード:MXICY、台湾証

券取引所 証券コード:2337）は、マスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリー、

ロジックのような不揮発性メモリーやＳＯＣ（System-On-a-Chip）と呼ばれるＬＳＩを

含むその他の特定用途向ＬＳＩ製品を設計、生産および供給する独立企業であります。

Macronix は、自社をインテグレーティッド・ソリューション・プロバイダーと考え、

常に顧客を戦略的パートナーとして扱い、顧客の要求を満たすシリコンチップ・ソリュ

ーションを供給するための全ての開発局面において顧客と密接に行動します。本社は台
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湾の新竹科学工業園区（Hsin-Chu）にあり、現在、約3,600人の社員を全世界に擁して

います。 

 

株式会社株式会社株式会社株式会社メガチップスメガチップスメガチップスメガチップスについてについてについてについて 

株式会社メガチップス（東京証券取引所第１部 証券コード:6875）は、研究開発に

積極的な創造的ファブレス企業であり、最先端技術によるシステムＬＳＩ、ソフトウェ

ア、システム製品やその他の先進的なソリューションを供給することにより、リッチメ

ディア情報の実現を可能とし、人の表現を豊かにし、文化的な精神の充足に貢献します。 

 

追加の情報は以下のウェブサイトから入手できます。 

www.macronix.com および www.megachips.co.jp. 

連絡先（Contacts:） 

 

Jonathan Lee  

Macronix International Co., Ltd. 

Finance Center 

+886-3-578-6688 ext.76630 

jonathanlee@mxic.com.tw 

 

藤井理之 

株式会社メガチップス 

取締役・執行役員 

06-6399-2884 

fujii.masayuki@megachips.co.jp 

 

以 上 

 

【日本語抄訳への注意事項】 

本文は、2005年５月13日に中華民国台北の証券取引所においてマクロニクス社と当社

が共同でリリースをいたしますが、共同リリースは英文が正であり、和訳については

ご参考のためだけであります。解釈等については英文が優先されますのでご留意くだ

さい。 

また、投資勧誘を意図するものではございません。記載された意見や予測等は作成時

点のもので、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更する場合が

あります。 

本文に関する権利はマクロニクス社と当社にあり、事前の書面による承諾なく、転

載・複製等を行わないように御願いいたします。 


