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親会社等の名称 太平洋セメント株式会社（コード番号：5233）    親会社等における当社の議決権所有比率 62.97 ％ 

１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 
(1) 経営成績                  

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
10,341（29.1） 
8,008（30.3） 

百万円   ％ 
1,759（ 0.9） 
1,742（84.4） 

百万円   ％ 
1,703（ 1.2） 
1,683（93.7） 

 

 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

株主資本 
当期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
1,159（16.6） 
993（77.8） 

円  銭 
16,014  46  
15,117  14  

円  銭 
15,737  66  
14,843  06  

％ 
19.2   
22.5   

％ 
11.4   
17.9   

％ 
16.5   
21.0   

(注)①持分法投資損益 18年３月期 ― 百万円   17年３月期 ―  百万円 
②期中平均株式数 18年３月期  72,379株   17年３月期  65,311株 
③会計処理の方法の変更   無 
④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 

(2) 配当状況 
１株当たり年間配当金  

 中 間 期 末 
配当金総額 
(年 間) 

配当性向 株主資本 
配 当 率 

 
18年３月期 
17年３月期 

円  銭 
6,000   00  
4,500   00  

円  銭 
3,000   00  
1,500   00  

円  銭 
3,000   00  
3,000   00 

百万円 
435      
298      

％ 
37.5   
29.8   

％ 
6.7   
5.4   

  

(3) 財政状態 
 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
 

18年３月期 
17年３月期 

百万円 
19,112 
10,653     

百万円 
6,514 
5,531     

％ 
34.1 
51.9    

円   銭 
82,888    29 
83,417    04   

(注)①期末発行済株式数   18年３月期 78,592株  17年３月期 66,232株 
②期末自己株式数    18年３月期  ― 株  17年３月期  ― 株    

(4) キャッシュ･フローの状況 

 営業活動によ る 
キャッシュ・フロー 

投資活動によ る 
キャッシュ・フロー 

財務活動によ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
746    
454    

百万円 
△2,012    
△1,931    

百万円 
1,154    
1,468    

百万円 
329    
128    

 
２．平成19年３月期の業績予想(平成18年４月１日～平成19年３月31日)  

１株当たり年間配当金  売上高 経常利益 当期純利益 
中 間 期 末  

 
中間期 
通 期 

百万円 
6,000   
15,000   

百万円 
550   

2,500   

百万円 
200   

1,300   

円 銭 
3,000  00  
――― 

円 銭 
―――   

3,000  00 

円 銭 
―――   

6,000  00 
（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 16,541 円 12 銭 
 

※上記業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績はさまざまな要因で予想数値
と異なることがあります。なお上記金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。 
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１． 企業集団等の状況 
 当社の関係会社としては親会社である太平洋セメント株式会社及び関連会社が２社あります。 

その事業内容及び当社との関係等は下記のとおりであります。 

 

名称 住所 資本金 
主要な事 
業の内容 

議決権の所有また
は被所有割合(%) 

関係内容 

 
(親会社) 
太平洋セメント㈱ 
(注１) 
 

 
 

東京都 
中央区 

百万円 

 
69,499 

 

 
 

セメント 
製造業 

 
 

（被所有） 

62.97 
 

 
製品の販売 
不動産賃貸借 
材料仕入 
委託研究費 
出向者給与  
特許使用料 
役員の兼任 ２名 

 
(関連会社) 
ONC Technology 
Pte. Ltd. 

 

 
Woodlands 
Spectrum 
Singapore 
 

千Ｓﾄﾞﾙ 

 
1,000 

 

 
セラミックス
部品の洗浄再
生事業 

 
 

（所有） 

39.00 
 

 
資金の貸付 
製品の販売 
役員の派遣 
技術指導 
設備の賃貸 

 
(関連会社) 
山陽セラテック㈱ 
(注２) 

 
山口県山陽
小野田市 

百万円 

 
  100 

 

 
セラミックス
部品の製造販
売 

 
 

（所有） 

14.90 
 

 
役員の派遣 

 

 (注１) 有価証券報告書の提出会社であります。 
(注２) 同社は、平成18年４月１日より営業を開始しております。上記の関係内容は平成18年３月31日現在で

ありますが、今後、技術指導、製品の加工委託等を行う予定があります。 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 

顧客 当  社 

外注先 
（国内） 

仕入先 

[親会社] 
太平洋セメント㈱ 

原材料仕入 
商品仕入 

加工外注 

大学・高専（東北大学、熊本大学 他） 
公的研究機関（核融合科学研究所 他） 

外注先 
（スリランカ） 
（ベトナム） 

[セラミックス 洗浄再生の関係会社] 
ONC Technology Pte. Ltd. 

（シンガポール） 

加工組立外注 

委託研究 共同研究 

貸付 
技術指導 

セラミックス 
洗浄再生 

セラミックス 
洗浄再生 

製品販売 

［セラミックス製造販売の関係会社］ 

山陽セラテック㈱ 

加工外注 
商品仕入 
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２．経営方針 
(1)会社の経営の基本方針 

当社は「信頼、進取」を社是として、愚直と言われる企業風土を築きながら、一方では技術開発が

唯一の収益源との認識の下、大学、公設機関と積極的に交流、共同研究を進めて最先端の技術を実現

してまいりました。 

当社の経営理念は以下のとおりであります。 

［経営理念] 

日本セラテックは、お客様にとっても、従業員にとっても、株主にとっても、 

世界ナンバー１のセラミックス・メーカーをめざします。  

 

[経営理念のこころざし] 

[私たちの事業] 

     日本セラテックは「セラミックス」をコア技術とし、構造セラミックス、圧電セラミックスお

よびセラミックス複合材の３つをコア事業領域とします。 

    日本セラテックは、コア事業領域で、先端産業向けに差別化した超精密部材とサービスとをワ

ン・ストップで提供する、「世界」唯一の「セラミックス・メーカー」です。 

[私たちの使命] 

     日本セラテックの使命は、３つのコア事業領域で、独創的な「世界ナンバー１」商品を、タイ

ムリーな技術開発・製造・販売・品質保証サイクルで、広く「世界」の先端産業に提供すること

です。 

[私たちの挑戦]                                          

    日本セラテックは、日本セラテックに期待し、力を貸してくれる方々（ステークホルダー）と

ともに、３つのコア事業領域で「世界ナンバー１」をめざして成長を続け、ステークホルダーの

期待に応えるよう努力します。 

  「お客様」とともに 

お客様から強固な信頼を得る行動を全ビジネスの基本とします。 

独創的な技術での差別化により、市場でのプレゼンスを確立します。 

産学連携先、業務提携先、サプライヤーおよび官公庁・金融機関と協力・信頼関係を築きま 

す。 

   「従業員」とともに 

    企業は人なりとの視点にたち、従業員一人ひとりを尊重するとともに、自ら考え行動する人 

材を育成し、企業成長の原動力とします。 

挑戦的な社風、教育と規律のある社風、従業員が自主的に考える社風、および、従業員の自

主性に経営が応える社風を築き、成果は従業員に適切に配分します。 

「株主」とともに 

   株主への利益配当と、企業価値増大の最適化との調和により、継続的に株主の期待に応えま 

す。 

   「地域社会・国・国際社会」とともに 

企業の社会的責任を自覚し、環境に配慮し、遵法を徹底します。 

独創的な技術とその革新により産業社会に貢献し、企業成長によって地域社会および国、ひ 

いては国際経済に貢献します。 
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(2)会社の利益配分に関する基本方針 

当社は今後の事業拡大と財務体質の強化を図るために必要な内部留保を確保しつつ株主へ利益還元

することを経営の重要課題の一つと位置付けており、業績に応じた配当をすることを基本方針といた

します。 

なお、平成 18 年５月１日の会社法施行後における当社の配当制度については、現在検討中であり

ます。 

 

(3)投資単位の引き下げに関する考え方及び方針 

当社は、株式の流動性向上及び個人投資家層の拡大を経営の重要な課題と認識しております。 

今後とも、投資単位の引き下げに関しましては、業績、一株当たり経営指標、株価水準、株主構成

の変化、株式の流通状況及び費用対効果を十分斟酌の上、慎重に検討してゆく所存であります。 

 

(4)中長期的な会社の経営戦略 

当社が製造販売しているファインセラミックスは、その優れた機能特性により、産業の活性化・高

度化のキーマテリアルとして注目され続けております。今後とも情報通信、環境関連、省エネ分野等

で重要な役割を担うことは間違いないといわれております。 

大事なことはファインセラミックス市場は優勝劣敗が鮮明であり、最良の製品を提供しうる企業以

外は市場からの撤退を余儀なくされるということです。また企業規模が必ずしも優位性をもつもので

はなく、知識集約型、高い生産性を有する企業が、その製品をスペシャライズすることで優位に立つ

ことができます。当社はファインセラミックス製造の技術をベースに顧客にトータルソリューション

を提供することを目指します。 

以上の認識の下、競合分野における優位性確保のため次の戦略で事業を展開していきます。 

なお、当社の事業をより分かりやすくするために、事業部門の呼称をエンジニアリングセラミック

ス事業部門を構造セラミックス事業部門に、エレクトロニクスセラミックス事業部門を圧電セラミッ

クス事業部門に変更しております。 

また、平成 17 年 10 月１日にセランクス株式会社と合併して加わった事業をＭＭＣ事業部門として

おります。 

 

構造セラミックス事業部門 

①大手半導体製造装置メーカーへの展開 

 当社は世界最大クラスの海外半導体製造装置メーカーへの営業を強化しており、純正部品として

の納入は順調に拡大しております。今後もシェアの拡大を実現すべく事業を推し進めてまいります。

また、未参入の製造装置メーカーへも積極的に営業を展開してまいります。 

②生産能力の向上及び効率化 

 当期は、今後の事業拡大に備え積極的に設備投資を行ってきましたが、今後も新規事業を中心と

して生産能力を向上してまいります。また当社はＭＥＰＳ（More Effective Production  System）

の確立を目指します。ＭＥＰＳとは製造コスト削減のために各工程の生産性を向上し、外注加工品

や仕入販売品の内製化を積極的に進め、安価な品物は製造コストが安い海外へのアウトソーシング

にシフトし利益を確保することであります。 

③超精密部品の拡販 

 デザインルールの微細化に伴い、超精密な高付加価値部品（各種ウエハチャック、ポーラスチャ
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ック、バーミラー、ＸＹステージ等）の拡販が期待されます。今後、超精密加工技術の更なる向上

を図って技術を高め、同分野への更なる拡販を推し進めてまいります。 

④製品の大型化への対応 

 液晶ならびに半導体業界においてガラス基板の大型化や 300 ㎜ウエハへの転換等、製品は確実に

大型化してきております。当社は今後も大型化に対応する材料の探求を含めた技術革新・対応する

設備の新設・更新に積極的に取り組んでまいります。 

⑤新規事業の構築及び次世代を見据えた研究開発の推進  

 静電チャック及び溶射という当社の新規事業は、初期トラブルはあったものの、立ち上がってき

つつあります。今後は一層の新規顧客拡大に取り組み、当社成長の牽引役と位置づけてまいります。 

セラミックスの洗浄再生事業は引き続き堅調に推移しており、今後も需要動向を考慮しつつ、同

事業を展開してまいります。 

 産学官連携によるナショナルプロジェクトについては、プロジェクトに参画する一員として、い

ち早く実用化の目処が立つよう、研究開発を積極的に推進してまいります。 

 
圧電セラミックス事業部門 

①積層一体焼成品へのシフト 

 技術難度、付加価値の高い積層一体焼成品の開発・製造・販売に一層注力し、積層技術の革新・

確立を引き続き推し進めてまいります。また、既存の取引先の中でのシェアアップを図ってまいり

ます。 

②製品のシステム化 

 当社の技術を生かした積層エレクトロニクスセラミックス製品が組み込まれた計測機器、より高

付加価値のシステム製品等の応用製品の開発を推進してまいります。 

③デジタル家電への対応 

 デジタルカメラ、パソコン等当社積層技術を生かした圧電アクチュエータ、圧電トランスなどを

使用している製品の需要の伸びは大きく、また新しい機種への転換速度も非常に速くなっておりま

す。これらに対応するため、製品の多様化及び多機能化が可能な技術・生産システムの更新、革新

を一層推し進めてまいります。 

④製造工程のコスト削減 

 工程の海外移管を含めた製造工程の抜本的見直しにより、コスト削減を進めてまいります。 

 
ＭＭＣ事業部門 

①新規顧客及び新規用途の拡大 

 当社のＭＭＣ（Metal Matrix Composite 金属基複合材）は、軽量でかつ剛性の高い特徴的な材

料であり、今後特に大型でかつ軽量化を求められる材料として大きな可能性を秘めておりますが、

既存の金属やセラミックスに比べて高価であること、さらにまだ知名度が低いこともあり、潜在顧

客に十分浸透しているとは言えません。このため、新規顧客の拡大や新規用途の拡大に取り組み、

事業の拡大を目指してまいります。 

②新製法による生産技術の確立 

 当社のＭＭＣは、浸透法で製造しておりますが、この方法ではセラミックスの内部に充分金属が

浸透しないことがあり、製造に日数がかかるなど改良すべき点がありましたが、これらを解決する

方法として新製法（高圧浸透法）を開発し、現在、新工場を建設しております。この製法は短時間
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でかつセラミックスの内部まで充分金属を浸透できる方法であり、リードタイムが短縮します。当

社は新工場を出来る限り早く立ち上げ、新製法をいち早く確立してまいります。 

 
(5)会社の対処すべき課題 

半導体関連産業は短期的には需要の増減が見られますが、半導体・液晶の用途及びマーケットの拡

大に伴い中長期的には成長が続くものと予想されます。このような状況の中、当社構造セラミックス

事業部門の対処すべき課題は、これまでどおり半導体製造装置メーカー向けの営業、特に大手半導体

製造装置メーカーをメインに展開しつつ、既存顧客内でのシェア拡大、生産能力の向上及び効率化で

あります。また半導体関連産業において当社としての新規事業の構築及び次世代を見据えた研究開発

を進めてまいります。 

圧電セラミックス事業部門の対処すべき課題は、付加価値の高い積層一体焼成品へのシフトならび

に部品の供給から回路・システムへの拡大であり、また高機能化するデジタル家電・半導体装置への

迅速な対応であります。 

ＭＭＣ事業部門の対処すべき課題は、新規顧客及び新規用途の拡大と、新製法による生産技術の確

立であります。 

 

(6)親会社等に関する事項 

当社は親会社である太平洋セメント㈱を中心とする企業集団において、新規事業部門であるセラミ

ックス・エレクトロニクス事業の中核企業として位置付けられており、親会社はグループ経営の一環

として、当社及び同事業に属する他の企業の業績拡大を目指しております。また親会社は、当社設立

以前より現在に至るまで、ファインセラミックス等の研究開発を行い、その成果をロイヤリティとし

て回収を行っております。当社も研究開発の一部を委託しておりますが、当社事業と重なる事業を親

会社が直接は行っておりません。 

一方、当社は上場企業としてのその独立性を尊重され、当社が事業活動を行う上で親会社の承認を

得る必要のある事項等はなく、事業上の制約等を受けることは一切ありません。親会社は株主として

の決議を行うのみであり、定款変更、役員選任等の株主決議を要する事項については、一般株主様と

同様に株主として親会社の賛成を得る必要があります。しかし、当社の発展は、親会社の連結業績の

向上であり、当社の機動性、効率性、透明性を高め当社の業績を向上させていくことについて、親会

社の反対があることはないと考えております。また、親会社等の企業グループの豊富な人材、資産を

有効に活用していくことは、事業拡大過程にある当社にとってメリットがあるものと考えております。

しかしながら、親会社を含む企業グループとの関係に依存することはなく、あくまでも独立した企業

体相互の関係において、適正な費用対効果を考慮し、経済合理性に基づいた取引をしてまいります。

以下親会社との関係を個別に記載いたします。 

親会社のＣＥ（セラミックス・エレクトロニクス）カンパニープレジデントの須藤勘三郎氏を社外

取締役（ただし、平成 18 年４月１日付でプレジデントは交替しております）として、ＣＥカンパニ

ー管理部長の山本明雄氏を社外監査役として受け入れておりますが、経営・管理の専門家としての意

見、助言等をいただくためです。 

当社は親会社の開発した技術をもって設立された会社でありますので、親会社の特許権やノウハウ

を使用している当社製品につきましては、実施の許諾を受けている対価としてロイヤリティを支払っ

ており、当期の支払額は 6,208 千円であります。また、親会社の研究開発部門に研究開発の一部を委

託しており、その費用は 28,571 千円であります。 
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当社は親会社の土地・建物を賃借して事業を開始しましたが、仙台第一工場土地は当期にすべて買

取りを完了し、残りは埼玉工場土地 3,694 ㎡（賃借料月額 677 千円）、千葉工場土地 5,088 ㎡及び建

物 1,679 ㎡（賃借料月額 1,628 千円）となっております。賃借関係につきましては、適切な時期に買

い取ることで、解消する予定であります。 

研究開発の効率化とスピードアップのため、親会社のＣＥカンパニー研究開発部は、平成 17 年 10

月１日をもって、当社本社棟の一部に移転いたしました。これに係る賃貸面積は 938 ㎡であり、賃貸

料は月額 2,000 千円であります。これらの賃貸借取引については近隣相場等を勘案の上、双方協議の

上、合理的に決定されております。 

  

（役員の兼務状況） 

役職 氏名 
親会社等又はその企
業グループでの役職 

就任理由 

非常勤取締役 須藤 勘三郎 取締役常務執行役員 
開 発 推 進 部 ・ 技 術
部・中央研究所・知
的財産部担当（前Ｃ
Ｅカンパニープレジ
デント） 

経営の専門的見地か
らの助言・牽制を受
け る た め で あ り ま
す。 

非常勤監査役 山本 明雄 ＣＥカンパニー管理
部長 

管理部門経験が豊富
であり、牽制機能を
充実させるためであ
ります。 

 

(7)目標とする経営指標 

   当社の売上げの過半を占める半導体・液晶製造装置用部品の需要動向は半導体・液晶製造業界の

設備投資動向(シリコンサイクル、クリスタルサイクル)に多大な影響を受けますが、その深い谷間

でも黒字を計上しております。これは固定費削減により損益分岐点の引き下げを行ったためであり、

売上高が減少する局面でも損失は出さないという考えに基づくものであります。 

これらより当社は売上高経常利益率を重視いたしており、目標としては 20％以上であります。 

 



                    8

３．経営成績及び財政状態 
 

(1)経営成績   

当期におけるわが国の経済は、年度前半はＩＴ関連分野の在庫調整を主因として、景気は踊り場

局面にありましたが、秋口以降、生産は増加基調が明確となったこともあり、企業収益は堅調に推

移し、さらに設備投資も活発化し、景気は踊り場を脱しました。個人消費も、雇用・所得環境の回

復や消費者マインドの改善に支えられて底堅く推移いたしました。 

このような経済情勢の中、当社は平成 17 年 10 月１日を合併期日として、金属基複合材の製造販

売を主要事業とするセランクス株式会社と合併し、半導体・液晶製造装置用のセラミックス系部品

のすべてに渡って製造・販売する世界で唯一のメーカーとなり、構造セラミックス事業部門、圧電

セラミックス事業部門、ＭＭＣ事業部門の３つを大きな柱として事業を行ってまいりました。 

構造セラミックス事業部門の主要顧客である半導体業界・半導体製造装置業界は、年度前半は昨

年度から引き続き横ばい傾向となりましたが、後半は好調な設備投資や需要の拡大に支えられ半導

体製造装置メーカーの受注も好調に推移いたしました。  

圧電セラミックス事業部門の主要顧客である電子通信機器業界及びエレクトロニクス業界は、デ

ジタル家電製品の拡大にともなう個人消費に支えられ、好調に推移いたしました。 

ＭＭＣ事業部門の主要顧客である液晶製造装置業界は、大型ＦＰＤ（フラットパネルディスプレ

イ）の需要拡大により好調を継続し、液晶業界の活発な設備投資の波に乗り売上を伸ばしましたが、

反面、競争の激化による価格の下落が鮮明となりました。 

以上のような状況のもと、当期の当社業績はシェアの拡大と新規事業及びＭＭＣ事業の寄与によ

り順調に推移しましたが、今後の事業拡大に備え設備投資を行ったこと、さらに人材の採用も積極

的に行ったことなどにより、売上高は 10,341,166 千円と対前期比 2,332,222 千円増（対前期比

29.1％増）、営業利益は1,759,014 千円と対前期比16,339 千円増（対前期比0.9％増）、経常利益は

1,703,313 千円と対前期比 19,937 千円増（対前期比 1.2％増）となり、当期純利益は 1,159,110 千

円と対前期比 165,194 千円増（対前期比 16.6％増）となりました。 
 

(2)財政状態    

 当期末における現金及び現金同等物(以下資金という)は 329,983 千円となりました。 

当期のキャッシュ・フローの概況は次のとおりであります。  

        

Ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動の結果得られた資金は746,536 千円となりました。 

これは主に、税引前当期純利益 1,726,249 千円を計上したことに対し、法人税等の支払額が

817,887 千円あったことによるものであります。 

 

 Ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

  投資活動の結果使用した資金は、2,012,459 千円となりました。 

これは主に、仙台第一工場及び仙台第二工場の能力増強工事、及び本社隣接土地の買収等、有

形・無形固定資産の取得による支出が2,001,041 千円あったことによるものであります。 
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 Ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

  財務活動の結果得られた資金は、1,154,911 千円となりました。 

これは主に、長期借入れによる収入が 3,200,000 千円あったことに対し、短期借入金の純減少額

が 1,310,000 千円あったことによるものであります。 

 

キャッシュ・フロー指数のトレンドは下記の通りであります。 

 16 年３月期 17 年３月期 18 年３月期 

自己資本比率(%) 40.7 51.9 34.1 

時価ベースの自己資本比率(%) 564.2 229.4 234.0 

債務償還年数(年) 9.7 6.3 10.4 
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 10.0 21.1 18.0 

（注）１ 自己資本比率：株主資本／総資産 

      時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

     債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   ２ 各指標はいずれも財務数値により計算しております。 

３ 株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。期末において株式分割に

よる権利落ちの影響がある場合は、株式時価総額は期末株価終値×（期末発行済株式数+分割による

増加株式数）により算出しております。 

４ 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

５ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・

フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。  

 

(3)次期の見通し(平成 18 年４月１日～平成19 年３月31 日)  

 次期につきましては、平成17 年５月26 日付の「合併に関するお知らせ」において売上高20,600

百万円を見込んでおりました。当社の主力事業である半導体・液晶製造装置向けセラミックス部品

は、業界の回復を受けて大幅な伸びが見込めますが、新規事業である静電チャック等の拡大が遅れ

ております。また、ＭＭＣ事業の液晶製造装置向け部品の落ち込み及び価格の下落等があり、売上

高は 15,000 百万円と、当初計画を 5,600 百万円、減少する見込みですが、修正後の計画でも、対

前期比 45.1%増と、大幅増収となる予定であります。 

 経常利益につきましては、当初予想 5,600 百万円に対して 3,100 百万円減の 2,500 百万円に減少

する見込みであります。売上減による利益の減少を生産性の向上及びコスト削減等でリカバーいた

します。修正後の計画でも、対前期比46.8%の増加となる予定であります。 

 当期純利益につきましては、当初予想 3,200 百万円に対して 1,900 百万円減の 1,300 百万円と対

前期比 12.2%の増加となる見込みであります。なお、前期実績に比べて、経常利益の増益幅と当期

純利益の増益幅が大きく異なるのは、従業員数が 300 名を超えたため、退職給付会計の方法を簡便

法から原則法に変更することにより発生する積立不足見込額 230 百万円を特別損失で処理する予定

であるためであります。 

 

(4)事業等のリスク 

当社の経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性のある主要なリスクは以下のとおりであります。 
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 当社はこれらのリスクを充分に認識し、可能な限りリスクを回避する諸施策を講じるとともに、

リスクが顕在化した場合にはその影響を最小限にとどめるよう努めております。 

 

１．当社の事業内容について 

当社はファインセラミックスを素材とした機械部品、電子部品の開発、製造、販売を行ってお 

ります。当社の製品は機械部品としての構造セラミックス事業部門並びにこれを応用した各種製

品、電子部品としての圧電セラミックス事業部門並びにこれを応用した各種製品、セラミックス

と金属を複合させたＭＭＣ事業部門に区分されます。 

 なお、ＭＭＣ事業部門は、平成17年10月１日に合併したセランクス株式会社より引継いだもの

であります。 

 
各事業部門の製品及び用途は次のとおりであります。  

事業部門 製品 用途など(主な最終製品) 

半導体・液晶 
製造装置部品 

半導体、液晶 

静電チャック・溶射 
洗浄再生 

半導体、液晶 

機械部品 
耐磨耗部品 

ポンプ、バルブ、粉砕機等 
構造セラミックス 

その他 環境・エネルギー関連用等 

圧電アクチュエータ 半導体、液晶、カメラ等 
圧電セラミックス 

圧電トランス 
圧電発音体 他 

携帯電話、オーディオ機器、パソコン等 

ＭＭＣ 
半導体・液晶 
製造装置部品 他 

液晶、半導体 

 

   当社の事業部門別売上高は次のとおりであります。構造セラミックス事業部門の構成比が高

くなっており、当社の経営成績は構造セラミックス事業部門の売上高に影響を受けます。 

平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 

事業部門 製品 売上高 

(千円) 

構成比 

(％) 

売上高 

(千円) 

構成比

(％) 
半導体・液晶 
製造装置部品 

4,581,379 57.2 4,477,313 43.3 

静電チャック・溶射 

洗浄再生 
822,647 10.3 1,116,497 10.8 

機械部品 

耐磨耗部品 
519,731 6.5 654,579 6.3 

構造セラミックス 

その他 284,930 3.5 243,188 2.3 

圧電アクチュエータ 1,062,518 13.3 1,044,049 10.1 

圧電セラミックス 
圧電トランス 

圧電発音体 他 
737,735 9.2 773,348 7.5 

ＭＭＣ 半導体・液晶 
製造装置部品 他 

－ － 2,032,188 19.7 

合計 8,008,943 100.0 10,341,166 100.0 

    



                    11

２．半導体・液晶製造業界の設備投資動向(シリコンサイクル、クリスタルサイクル)による経営成績 

への影響について 

  構造セラミックス事業部門、及びＭＭＣ事業部門における主要製品は半導体・液晶製造装置部品

であります。その需要先は主に世界の大手半導体・液晶製造装置メーカーであり、当社の製品はこ

れらユーザーの装置に組み込まれて使用されております。 

  このため当社の経営成績は半導体・液晶製造業界の設備投資動向 (シリコンサイクル、クリスタ

ルサイクル )に影響を受けております。さらに、これらの業界の設備投資は、半導体・液晶の世界

的な需要動向及び技術革新に影響を受けております。また半導体・液晶業界全体と同様で、当社が

取り扱う製品の技術革新のスピードは速く、かつライフサイクルが短いものも多いため、売上高、

利益とも市況変化の影響を受けております。 

   当社は半導体・液晶製造業界の設備投資動向 (シリコンサイクル、クリスタルサイクル )に適切に

対応すべく、日頃より受発注管理を徹底し、無駄な在庫を持たないよう留意するとともに、製品在

庫の長期滞留化を抑えるべく努めております。また業界動向に留意し、景気低迷期には次世代を意

識した開発の推進と、景気上昇期に備えた適正水準在庫を維持しており、さらに景気上昇期に対応

すべく適切なレベルで設備投資を実施するとともに、過剰な設備投資にならないよう努めておりま

す。 

   また当社は、日頃から顧客や外部機関等からの情報を分析することにより急激なシリコンサイク

ル、クリスタルサイクルの変動を予測し、適切な経営判断を行うよう努力しておりますが、当社の

予想以上に半導体・液晶製造業界の設備投資動向(シリコンサイクル、クリスタルサイクル)が急激

に下降した場合には、当社の製品及び仕掛品在庫が急激に増え、経営成績に悪影響を及ぼす恐れが

あります。 

 

３．今後の事業展開について 

  当社の今後の事業展開・成長要因は次のとおりであります。 

 (1)市場の拡大への対応 

   当社が事業を展開する半導体及び半導体・液晶製造装置、電子部品の分野は、シリコンサイク

ル、クリスタルサイクルという言葉に代表されるように非常に変化が激しい分野でありますが、

長期的には大きく成長している分野であります。 

 (2)市場でのシェア拡大 

   業界の停滞期においても当社は成長を維持しております。これは新製品、新技術を継続して投

入することにより、市場でのシェアを拡大しているためであります。そのために、顧客ニーズを

的確に捉え、材料開発の促進、加工技術の向上、部品単体からシステムへの展開等に注力してま

いります。 

 (3)新規事業分野への展開 

   静電チャック及び溶射という当社の新規事業も順調に立ち上がってきておりますが、今後さら

に飛躍させ当社成長の牽引役と位置づけてまいります。  

セラミックスの洗浄再生事業は引き続き堅調に推移しており、今後も需要動向を考慮しつつ、 

同事業を展開してまいります。 

   当社の今後の事業展開・成長要因には上記(1)～(3)がありますが、これらを達成し、当社が今

後成長し続けるためには、需要拡大期には急激に市場が膨張するため、市場の成長が予測される

時にタイミングよく設備投資を実施し、急増する受注に対応しなければなりません。 
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  当社は業界の動向を見極め、適切な設備投資を行うことで成長を確実なものにしていきますが、

投資のタイミングを誤れば成長の機会を逸する恐れがあります。 

 

４．産学官連携による研究開発と当社事業への影響について 

  当社が製品を販売・供給する半導体・液晶製造装置業界は技術革新が極めて早い業界であります。

技術が日々進化しているだけでなく、顧客ニーズはますます高度になってきており、新技術・新製

品を逐一導入していかなければいけない業界であります。技術革新に遅れた製品は陳腐化して需要

がなくなり、当社も技術革新が遅れれば例外なく業界に取り残される恐れがあります。 

  当社は開発型メーカーとして研究開発に重点をおいており、特に次世代，次々世代を意識した研

究に積極的に取り組んでおります。当社は研究開発を進めるにあたっては当社単独での研究開発だ

けではなく、産学官連携による研究開発も積極的に推進しております。これは産学官連携により、

当社の連携相手である「学」(大学や高専など)や「官」(公的研究機関など)の極めて高次元の技術的

サポート・バックアップを受けながら、「産」である当社が、企業としてユーザーニーズや技術ト

レンドなど将来を見越した研究開発が可能となり、研究開発が成功すれば、高次元の技術・理論に

裏付けられた新製品による新たなビジネスチャンスが生まれ、当社事業の発展に貢献すると考えて

いるためであります。 

  当社が技術革新の激しい半導体・液晶製造装置業界で高い競争力を保つためには、高次元の技術

を兼ね備えた製品をスピーディーに開発・製品化していくことが不可欠であり、この手段として産

学官連携による研究開発が極めて有用であると考えております。またこのようなスタイルの研究開

発が当社の将来にわたり開発型メーカーとして生き残る重要な手段であると考えております。 

  当社は従来より、東北大学 大見 忠弘名誉教授から指導・助言を受けております。大見名誉教

授は産学官連携の積極的推進者であり、半導体業界の事情に詳しく、かつ極めて高度な知見を持っ

ております。当社独自の材料であるポアフリーセラミックスの開発やセラミックス洗浄再生技術の

開発は、大見名誉教授の指導・助言を受けて事業化に成功したものであります。平成 15 年４月か

らは大見名誉教授を当社技術顧問として招聘し、これまで以上に産学官連携や次世代、次々世代を

意識した研究等について指導・助言を受けております。なお大見名誉教授は次世代半導体・液晶を

視野に入れた数多くのプロジェクトを手がけており、当社もセラミックス・メーカーとしていくつ

かのプロジェクトに参加しております。 

  当社は今後も研究開発、特に産学官連携に力をいれ、次世代、次々世代を意識した研究開発を推

進していく予定でありますが、予期せぬ事態により研究開発費用が過大になった場合や、プロジェ

クトや研究開発が思うような成果が得られず、当社の製品が顧客に受け入れられなかった場合には、

当社の事業、経営成績に影響を及ぼす恐れがあります。  

 

５．知的財産権について 

  当社はセラミックス製造技術・材料などに関する特許を所有し、現在もさらなる研究開発活動を

進めております。しかしながら、当社が現在及び将来出願する特許の全てが登録されるとは限りま

せん。また当社の研究開発を超える優れた研究開発により、当社の特許が淘汰されるリスクは常に

存在しております。 

  仮に当社の研究開発を超える優れた研究開発がなされた場合、当社の事業戦略や経営成績に重大

な影響を及ぼす恐れがあります。 
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６．関連会社との関係について 

 当社は、セラミックス部品の洗浄再生事業を拡大するため、シンガポールに ONC Technology  

Pte.Ltd を合弁で設立いたしました。平成 18 年３月末において当社は、株式の39.0%を保有して 

おります。 

 同社は、平成 15 年９月より現地においてセラミックス部品の洗浄再生事業を開始しております

が、現地政府の政策や、規制変更等のリスクがあり、また予測しがたい経済状況により、事業が計

画通り進行しない場合、投融資額の回収が困難となる恐れがあります。 

 

７．当社の事業拡大と人材の育成について 

  当社では、市場拡大とそれに伴う事業拡大に応じて、人的・組織的な体制の拡充を図っておりま

す。 

  当社は今後、ビジネスチャンスを捉えれば、設備投資や生産拠点の拡張・新設、Ｍ＆Ａや合弁会

社設立、子会社設立など、あらゆる方法でさらに事業を拡大していく方針であります。事業拡大局

面では、当社は急激な人員の増加、組織拡大が必要となりますが、必要な時期に必要な人材が適時

確保できる保証はなく、成長の機会を失うリスクがあります。また、人的・組織的な強化ができた

場合でも人員確保による費用が増加し経営成績に悪影響を及ぼす恐れがあります。 

 

８．借入金への依存度について 

  当社は、借入金比率の削減による財務体質の強化に努めておりますが、事業拡大のための設備投

資を実施する場合、借入金で資金調達をする可能性があります。よって今後、借入金及び借入金比

率が増え、急速かつ大幅な金利変動があれば、当社の業績は影響を受ける恐れがあります。 

 
９．地震等による影響について 

  当社の主要な事業である構造セラミックス事業部門及びＭＭＣ事業部門は宮城県を主要な拠点と

しております。 

  宮城県を含む東北地方は地震の多発地帯であり、昭和 53 年にはマグニチュード 7.4 の宮城県沖

地震が発生し、当該地方では多大な被害が生じております。また大規模な地震としては、平成 15

年５月にマグニチュード 7.0 の地震と、平成 15 年７月の震度６を１日に３回記録した地震があり、

最近では平成 17 年８月にマグニチュード7.2 の地震がありました。 

  当社は、将来予測される大地震の発生に備え、建物、生産設備、製商品、仕掛品など当社の資産

が地震により損傷・損失しないよう対策を講じるなど充分配慮しておりますが、当社の扱うセラミ

ックスは、極めて硬い材質ではあるものの、割れやすい材質であり、その対応には限界があります。

また大地震発生後には一時的に生産活動が停止する事も想定され、当社の生産設備に重大な影響を

及ぼす事となります。 

  このように当社の主要な拠点である宮城県や東北地方において大地震等の自然災害や火災等の事

故等、当社の生産設備等に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、当社が受ける影響は甚大

なるものになる恐れがあります。 

 

10．ストックオプションについて 

  平成 15 年３月５日開催の臨時株主総会の決議に基づき、当社取締役、監査役、顧問及び当社従

業員を対象に新株予約権(ストックオプション)の付与を行っております。平成 18 年３月 31 日現在
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の付与株数は 962 株であります。 

  当社は、今後も従業員の意欲や士気を高めることを目的として、新株予約権(ストックオプショ 

ン)の付与を行っていく予定であり、これは株式価値の希薄化を招く恐れがあります。 

 
11．ＭＭＣ事業について 

  平成 17 年 10 月１日に合併したセランクス株式会社のＭＭＣ事業については、売上高の約70%を 

液晶製造装置メーカーへ依存しており、今後他の得意先への売上拡大、用途開発等によりリスクの 

軽減を図ってまいりますが、この液晶製造装置メーカーの動向によっては、当社の売上高が変動す 

る可能性があります。 

 

12．株式会社エー・エム・テクノロジー(ＡＭＴ)との提携及びＭＭＣ新工場の建設、新製造方法によ

る製造について 

   現在建設中のＭＭＣ新工場では新製造方法（加圧浸透法）によるＭＭＣ材料の製造を行います。 

この製造方法についてはＡＭＴとの技術提携による新技術の導入によるものであり、実際の製造 

ラインでの生産が予定通りいかなかった場合には、当社の来期以降の業績に影響する恐れがありま

す。 

 

13．ＭＭＣ材料の用途開発について 

  ＭＭＣ材料は軽量で高強度・高剛性という従来の材料にない特徴をもっております。この特性を 

活かして用途開発を行ってまいりますが、用途開発が計画通りに進まない場合、中期的な当社の 

成長に影響する恐れがあります。 

 

14．合併による両社技術の融合による新材料の開発について 

  当社とセランクス株式会社の合併により両社の技術を融合した新材料の開発をめざし、事業を 

拡大する計画ですが、開発が順調に進まなかった場合は中期的な当社の成長に影響する恐れがあ

ります。 

 

15．ワンストップショッピングについて 

従来からの当社の事業にＭＭＣ事業が加わることにより、半導体・液晶製造装置メーカーに対し 

てセラミックス系材料・部品を当社１社で提供できるワンストップショッピング体制が整いました。

これによる売上高の拡大を目指していますが、ワンストップショッピングによる売上高の拡大が順

調に行かない場合は来期以降の当社の業績に影響する恐れがあります。 
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４．財務諸表等 

① 貸借対照表 
 

前事業年度 
(平成17年３月31日現在) 

当事業年度 
(平成18年３月31日現在) 

科目 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   128,447   329,983  

２ 受取手形   692,511   693,332  

３ 売掛金   1,947,704   3,419,975  

４ 商品   64,132   56,461  

５ 製品   1,770,641   2,185,544  

６ 半製品   380,651   325,753  

７ 原材料   274,995   526,252  

８ 仕掛品   1,118,923   2,431,188  

９ 貯蔵品   42,582   52,568  

10 前払費用   21,466   31,613  

11 繰延税金資産   124,499   145,281  

12 未収入金   13,769   55,648  

13 未収消費税等   13,734   ―  

14 その他   175   23,238  

貸倒引当金   △3,706   △6,253  

流動資産合計   6,590,529 61.9  10,270,589 53.7 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物  1,991,824   3,206,819   

減価償却累計額  775,860 1,215,964  1,008,822 2,197,996  

(2) 構築物  143,464   186,755   

減価償却累計額  85,710 57,753  100,941 85,813  

(3) 機械及び装置  2,909,277   5,149,619   

減価償却累計額  1,226,720 1,682,557  2,059,300 3,090,318  

(4) 車両及び運搬具  2,166   6,121   

減価償却累計額  1,098 1,068  5,090 1,031  

(5) 工具器具及び備品  563,771   723,584   

減価償却累計額  431,687 132,084  506,091 217,492  

(6) 土地   643,000   1,506,260  

(7) 建設仮勘定   168   1,341,739  

有形固定資産合計   3,732,596 35.0  8,440,651 44.2 
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前事業年度 

(平成17年３月31日現在) 
当事業年度 

(平成18年３月31日現在) 
科目 

注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 

２ 無形固定資産        

(1) ソフトウェア   64,676   68,122  

(2) その他   5,511   21,361  

無形固定資産合計   70,188 0.7  89,483 0.5 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   30,000   30,000  

(2) 関係会社株式   26,363   41,263  

(3) 関係会社長期貸付金   71,136   71,136  

(4) 破産債権・更生債権等   7,920   10,250  

(5) 長期前払費用   ―   9,108  

(6) 繰延税金資産   87,110   121,613  

(7) その他   46,014   38,559  

貸倒引当金   △7,920   △10,250  

投資その他の資産合計   260,625 2.4  311,680 1.6 

固定資産合計   4,063,410 38.1  8,841,815 46.3 

資産合計   10,653,940 100.0  19,112,405 100.0 
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前事業年度 

(平成17年３月31日現在) 
当事業年度 

(平成18年３月31日現在) 
科目 

注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形   646,725   1,088,518  

２ 買掛金   281,525   762,014  

３ 短期借入金   2,750,000   4,650,000  

４ 一年以内返済予定の 
長期借入金   102,000   1,111,600  

５ 未払金   74,254   1,251,113  

６ 未払費用   126,877   204,994  

７ 未払法人税等   488,290   306,818  

８ 未払消費税等   ―   7,179  

９ 前受金   1,946   3,035  

10 預り金   8,539   13,703  

11 前受収益   ―   1,212  

12 賞与引当金   182,672   259,018  

13 設備関係支払手形   272,767   653,445  

流動負債合計   4,935,599 46.3  10,312,654 54.0 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金   ―   2,038,500  

２ 退職給付引当金   140,081   184,125  

３ 役員退任慰労引当金   43,200   61,610  

４ その他   3,583   1,158  

固定負債合計   186,864 1.8  2,285,394 11.9 

負債合計   5,122,463 48.1  12,598,048 65.9 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※１  1,795,199 16.8  1,825,010 9.6 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金   1,778,983   1,977,844  

資本剰余金合計   1,778,983 16.7  1,977,844 10.3 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金   9,000   9,000  

２ 当期未処分利益   1,948,294   2,702,500  

利益剰余金合計   1,957,294 18.4  2,711,500 14.2 

資本合計   5,531,477 51.9  6,514,356 34.1 

負債及び資本合計   10,653,940 100.0  19,112,405 100.0 
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② 損益計算書 
 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 科目 

注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   8,008,943 100.0  10,341,166 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１ 商品及び製品 
期首たな卸高 

 1,407,828   1,834,773   

２ 当期商品仕入高  537,111   894,159   

３ 当期製品製造原価  4,952,451   6,551,764   

合計  6,897,391   9,280,697   

４ 商品及び製品 
期末たな卸高  1,834,773 5,062,617 63.2 2,242,005 7,038,691 68.1 

売上総利益   2,946,325 36.8  3,302,474 31.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,3  1,203,651 15.0  1,543,460 14.9 

営業利益   1,742,674 21.8  1,759,014 17.0 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  43   400   

２ 為替差益  1,335   9,835   

３ 資産賃貸収入 ※１ 2,355   14,425   

４ その他  1,246 4,980 0.0 1,943 26,605 0.3 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  21,737   37,526   

２ 売上割引  ―   10,734   

３ 上場関連費用  18,007   10,102   

４ 新株発行費  19,927   440   

５ 合併関連費用  ―   9,395   

６ その他  4,607 64,278 0.8 14,107 82,306 0.8 

経常利益   1,683,376 21.0  1,703,313 16.5 
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前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 科目 

注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 

Ⅵ 特別利益        

１ 受取助成金  ―   35,139   

２ 貸倒引当金戻入益  4,404 4,404 0.1 ― 35,139 0.3 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産売却損 ※４ 139   ―   

２ 固定資産処分損 ※５ 37,739   12,203   

３ 貸倒引当金繰入額  1,234   ―   

４ リース解約損  6,618 45,732 0.6 ― 12,203 0.1 

税引前当期純利益   1,642,048 20.5  1,726,249 16.7 

法人税、住民税 
及び事業税  667,028   622,423   

法人税等調整額  △18,895 648,132 8.1 △55,284 567,139 5.5 

当期純利益   993,915 12.4  1,159,110 11.2 

前期繰越利益   1,053,726   1,742,998  

中間配当額   99,348   199,608  

当期未処分利益   1,948,294   2,702,500  
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製造原価明細書 
 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 科目 

注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  1,453,444 28.4 1,611,641 23.3 

Ⅱ 労務費  1,514,880 29.6 1,976,957 28.5 

Ⅲ 経費 ※１ 2,153,414 42.0 3,337,679 48.2 

当期総製造費用  5,121,740 100.0 6,926,278 100.0 

合併による仕掛品受入高  ―  882,852  

期首半製品たな卸高  311,912  380,651  

期首仕掛品たな卸高  1,018,374  1,118,923  

合計  6,452,026  9,308,706  

期末半製品たな卸高  380,651  325,753  

期末仕掛品たな卸高  1,118,923  2,431,188  

当期製品製造原価  4,952,451  6,551,764  

 

(脚注) 
 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

※１ 主な内訳は、次のとおりであります。 
外注加工費 675,024千円  

リース料 311,616  
減価償却費 422,445  

  

※１ 主な内訳は、次のとおりであります。 
外注加工費 1,015,194千円

リース料 437,925 
減価償却費 616,441 

  
  
 

(原価計算の方法) 

当社の原価計算は、構造セラミックス及び圧電セラミックス事業部門は、工程別総合原価

計算であり、ＭＭＣ事業部門は個別原価計算であります。 
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③ キャッシュ･フロー計算書 
 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 科目 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税引前当期純利益 1,642,048 1,726,249 

２ 減価償却費 436,186 630,322 

３ 貸倒引当金の増加額(減少額△) △4,052 4,876 

４ 賞与引当金の増加額 31,871 19,947 

５ 退職給付引当金の増加額 25,072 36,689 

６ 役員退任慰労引当金の増加額 10,640 17,020 

７ 受取利息及び受取配当金 △43 △400 

８ 支払利息 21,737 37,526 

９ 為替差損・為替差益（△） 527 △4,446 

10 新株発行費 19,927 440 

11 固定資産売却損 139 ― 

12 固定資産処分損 37,739 12,203 

13 売上債権の増加額 △491,854 △595,471 

14 たな卸資産の増加額 △606,428 △841,797 

15 仕入債務の増加額（減少額△） △124,428 504,101 

16 未収消費税等の減少額（増加額△） △13,734 13,734 

17 未払消費税等の増加額（減少額△） △17,455 28,150 

18 役員賞与の支払額 △5,500 △6,600 

19 その他 52,810 22,973 

小計 1,015,203 1,605,520 

20 利息及び配当金の受取額 43 400 

21 利息の支払額 △21,526 △41,497 

22 法人税等の還付・支払額 △539,113 △817,887 

営業活動によるキャッシュ・フロー 454,606 746,536 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 有形固定資産の取得による支出 △1,890,668 △1,981,606 

２ 有形固定資産の売却による収入 2,775 ― 

３ 無形固定資産の取得による支出 △35,300 △19,434 

４ 関係会社株式の取得による支出 ― △14,900 

５ 敷金の預入による支出 △9,971 △3,390 

６ 敷金の払戻による収入 1,513 6,871 

７ その他 10 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,931,642 △2,012,459 
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前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 科目 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増加額(純減少額△) 450,000 △1,310,000 

２ 長期借入れによる収入 ― 3,200,000 

３ 長期借入金の返済による支出 △199,200 △396,900 

４ 配当金の支払額 △208,787 △397,371 

５ 株式の発行による収入 1,426,687 59,182 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,468,700 1,154,911 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △506 4,367 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(減少額△) △8,841 △106,643 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 137,289 128,447 

Ⅶ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 308,179 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 128,447 329,983 
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④ 利益処分案 
 

 

 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

 
当事業年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 

科目 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  1,948,294  2,702,500 

Ⅱ 利益処分額     

１ 配当金 198,696  235,776  

２ 役員賞与金 6,600 205,296 ― 235,776 

(うち監査役賞与金) (1,200)    (   ―)  

1,742,998 2,466,724 
Ⅲ 次期繰越利益  

 
 

 

 

 

１株当たり配当金の内訳 

 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

 
当事業年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 

 

年間 中間 期末 年間 中間 期末 

普通配当 
  円 
4,500 

   円 
1,500 

   円 
3,000 

  円 
6,000 

   円 
3,000 

   円 
3,000 
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重要な会計方針 
 

項目 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１ 有価証券の評価基準及び評
価方法 

(1) 有価証券 
① 関連会社株式 

移動平均法による原価法 
② その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 
 

(1) 有価証券 
① 関連会社株式 

同左 
② その他有価証券 

時価のないもの 

同左 
 

２ たな卸資産の評価基準及び
評価方法 

(1) 商品・製品 
総平均法による原価法 

(1) 商品・製品 
同左 

 (2) 半製品・仕掛品 

個別法による原価法 

(2) 半製品・仕掛品 

同左 
 (3) 原材料・貯蔵品 

移動平均法による原価法 

 

(3) 原材料・貯蔵品 
同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 
セラミック事業本部は定率法 

 
メガセラ事業本部は定額法 
 

ただし、平成10年４月１日以降
取得した建物(建物付属設備は除
く)については、定額法によって

おります。 
なお、主な耐用年数は以下の通

りであります。 

建物     ３年～35年 
機械及び装置 ６年～12年 

 

――――――― 

(1) 有形固定資産 
構造セラミックス事業部門は定

率法 
圧電セラミックス及びＭＭＣ事

業部門は定額法 

ただし、平成10年４月１日以降
取得した建物(建物付属設備は除
く)については、定額法によって

おります。 
なお、主な耐用年数は以下の通

りであります。 

建物     ３年～38年 
機械及び装置 ４年～12年 

 

（なお、従来は事業本部単位で記載
しておりましたが、組織変更等によ
り、当事業年度から事業部門単位で

記載しております。 
また、セラミック事業本部は構造

セラミックス事業部門に、メガセラ

事業本部は圧電セラミックス事業部
門に含まれております。） 

 (2) 無形固定資産 
定額法 

なお、ソフトウェア(自社利用
分)については、社内における利
用可能期間(５年)に基づく定額法

によっております。 
 

(2) 無形固定資産 
同左 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

支払時全額費用処理 
 

新株発行費 

同左 
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項目 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える
ため、回収不能見込額を計上してお
ります。 

ａ 一般債権 
貸倒実績率法 

ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権 

財務内容評価法 
 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 
従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、支給見込額のうち
当期負担額を計上しております。 
 

(2) 賞与引当金 
同左 

 (3) 退職給付引当金 
(セラミック事業本部) 
従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務(退職
給付に係る当期末自己都合要支給額
を退職給付債務とする簡便法)の見

込額に基づき、当期末に発生してい
る額を計上しております。 
(メガセラ事業本部) 

従業員の退職給付に備えるため、
当期末における退職給付債務(退職
給付に係る当期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする簡便法)及び
年金資産の見込額に基づき、当期末
に発生している額を計上しておりま

す。 
――――――― 

(3) 退職給付引当金 
(構造セラミックス及びＭＭＣ事業部門) 

同左 

 
 
 

 
 

(圧電セラミックス事業部門) 

同左 
 
 

 
 
 

 
（なお、従来は事業本部単位で記載し
ておりましたが、組織変更等により、

当事業年度から事業部門単位で記載し
ております。 
また、セラミック事業本部は構造セ

ラミックス事業部門に、メガセラ事業
本部は圧電セラミックス事業部門に含
まれております。） 

 (4) 役員退任慰労引当金 
役員の退任慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく当期末要支給額

を計上しております。 
 

(4) 役員退任慰労引当金 
同左 

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 
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項目 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動
性の高い、容易に換金可能であり、か
つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資でありま
す。 

同左 

８ その他財務諸表作成のた
めの重要な事項 

消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜き方式によっております。 
 

消費税等の会計処理 
同左 

 

 

会計処理の変更 
 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 

―――――――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」
(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」(企業会計審議会 平成 14 年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準
委員会 平成 15 年 10 月 31 日 企業会計基準適用指針
第６号)を適用しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 
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表示方法の変更 
 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 
―――――――――― 

（損益計算書） 

前事業年度まで営業外費用の｢その他｣に含めて表示し

ておりました｢売上割引｣は、営業外費用の総額の 100 分
の 10 を超えたため、当事業年度より区分掲記いたしま
した。    
なお、前事業年度の｢売上割引｣は、2,840千円であり

ます。 

 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 会社が発行する株式 普通株式    220,000株 
発行済株式総数   普通株式 66,232株 

  

※１ 会社が発行する株式 普通株式     300,000株 
発行済株式総数   普通株式 78,592株 
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(損益計算書関係)  
 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

  
※１ 

―――――――――― 

 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ 
ております。 

資産賃貸収入 12,000千円
 

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 
主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 54,896千円 
給与手当 249,835 
賞与 40,073 

旅費及び通信費 76,128 
研究開発費 333,080 

減価償却費 9,692 
賞与引当金繰入額 39,010 
退職給付費用 4,753 

役員退任慰労引当金繰入額 10,640 
 
 

なお、販売費と一般管理費のおおよその割合は次
のとおりであります。 

販売費 35％

一般管理費 65 
  

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 
主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 71,645千円 
給与手当 336,216 
賞与 44,442 

旅費及び通信費 83,245 
研究開発費 373,091 

減価償却費 10,040 
賞与引当金繰入額 63,694 
退職給付費用 6,492 

役員退任慰労引当金繰入額 17,690 
貸倒引当金繰入額 5,341 

 
なお、販売費と一般管理費のおおよその割合は次

のとおりであります。 

販売費 37％
一般管理費 63 

  

※３ 研究開発費の総額 
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次のとおりであります。 
一般管理費 333,080千円

  

※３ 研究開発費の総額 
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次のとおりであります。 
一般管理費 373,091千円

  

※４ 固定資産売却損の内訳 
機械及び装置 90千円
車両及び運搬具 49千円

  計 139千円
 

※４ 
―――――――――― 

 

※５ 固定資産処分損の内訳 
建物 24,122千円

構築物 5,252千円
機械及び装置 5,702千円

車両及び運搬具 4千円
工具器具及び備品 2,656千円

  計 37,739千円
 

※５ 固定資産処分損の内訳 
建物 2,582千円

機械及び装置 8,416千円
工具器具及び備品 1,203千円

  計 12,203千円
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(キャッシュ・フロー計算書関係)  
 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係 

現金及び預金 128,447千円 

現金及び現金同等物 128,447千円 

  
２ 

―――――――――― 
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係 

現金及び預金 329,983千円 

現金及び現金同等物 329,983千円 

  
２ 重要な非資金取引の内容 
  当事業年度に合併したセランクス株式会社より引継

いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりでありま
す。また、合併により増加した資本準備金は、
169,050千円であります。 

 
流動資産 2,783,812千円 
固定資産 2,233,469千円 

  資産合計 5,017,282千円 

流動負債 4,662,487千円 
固定負債 185,744千円 

  負債合計 4,848,232千円 
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(リース取引関係) 

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

  

 

(有価証券関係) 

１ 時価評価されていない有価証券 
 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円) 

(1) 関連会社株式 26,363 41,263 

(2) その他有価証券 
  非上場株式 

         

 
30,000  

  

30,000 

 

 

 

(デリバティブ取引関係)  

    前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日 
至平成18年３月31日） 

    当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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(退職給付関係) 

 

前事業年度(自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

(セラミック事業本部) 

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。 

(メガセラ事業本部) 

確定給付型の制度として、退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けております。ま

た、退職一時金制度の一部について、特定退職金共済制度を採用しております。 

(共通) 

当社は、従業員300人未満の小規模企業であるため、簡便法を適用しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 

① 退職給付債務 △152,518千円

② 年金資産 7,109 

③ 特定退職金共済制度からの支給額 5,328 

④ 退職給付引当金 △140,081千円

(注) 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法による退職給付に係る期末自己都合要支給額 
及び直近の年金財政計算の責任準備金を退職給付債務とする方法を採用しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 26,508千円

② 退職給付費用 26,508千円
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当事業年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

(構造セラミックス及びＭＭＣ事業部門) 

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。 

(圧電セラミックス事業部門) 

確定給付型の制度として、退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けております。ま

た、退職一時金制度の一部について、特定退職金共済制度を採用しております。 

(共通) 

当社は、簡便法を適用しております。 

               

     なお、従来は事業本部単位で記載しておりましたが、組織変更等により、当事業年度から

事業部門単位で記載しております。 

また、セラミック事業本部は構造セラミックス事業部門に、メガセラ事業本部は圧電セラ

ミックス事業部門に含まれております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 

① 退職給付債務 △196,830千円

② 年金資産 7,138 

③ 特定退職金共済制度からの支給額 5,566 

④ 退職給付引当金 △184,125千円

(注) 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法による退職給付に係る期末自己都合要支給額 
及び直近の年金財政計算の責任準備金を退職給付債務とする方法を採用しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 46,203千円

② 退職給付費用 46,203千円
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 (税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 (繰延税金資産) 
  賞与引当金損金算入限度超過額 73,763千円

  役員退任慰労引当金 17,444 
  貸倒引当金損金算入限度超過額 2,971 
  退職給付引当金損金算入限度超過額 54,956 

  未払事業税否認 37,581 
  減価償却費損金算入限度超過額 13,417 

  その他 14,447 

      小計 214,582 
  評価性引当額 △2,971 

   繰延税金資産合計 211,610 

  

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 (繰延税金資産) 
  賞与引当金損金算入限度超過額 104,591千円

  役員退任慰労引当金 24,878 
  貸倒引当金損金算入限度超過額 4,951 
  退職給付引当金損金算入限度超過額 74,349 

  未払事業税否認 26,157 
  減価償却費損金算入限度超過額 18,909 

  その他 13,057 

      小計 266,894 
  評価性引当額 ― 
   繰延税金資産合計 266,894 
  

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
法定実効率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるた
め注記を省略しております。 

 

 
  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率    40.4％ 

 (調整)  
 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3 

 住民税均等割 0.5 
評価性引当額の減少 △0.2 
研究費等の法人税額特別控除 △2.7 

  合併により引継いだ繰越欠損金の利用 △3.3 
 合併により引継いだ将来減算一時差異 △2.0 

 その他 △0.1 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.9 
  
 

 

(持分法損益等) 

 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略し

ております。 

 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略し

ております。 
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（関連当事者との取引） 

 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１. 子会社等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千Ｓドル) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

関連会社
ONC 
Technology 
Pte. Ltd. 

Woodlands 
Spectrum 
Singapore 
 

1,000 
セラミックス
部品の洗浄再
生事業 

所有  
直接39.0 なし 

設備の
賃貸、
製品の
販売 

―   ― 
 
関係会社 

長期貸付金 
71,136 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
 資金の貸付について利息は市場金利を勘案し利率を合理的に決定しており、返済条件は期間10年、３

年据え置き、毎月均等額返済としております。 

 

 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

1. 親会社等      

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 科目 

期末残高 
(千円) 

親会社 
太平洋セメ
ント㈱ 

東京都 
中央区 

百万円 
 

69,499 
 
 

セメント 
製造業 

被所有  
直接63.0 

なし 
不動産
賃貸 

不動産賃貸 12,000 未収入金 12,600 

(注) 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

２. 子会社等      

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

関連会社
ONC 
Technology 
Pte. Ltd. 

Woodlands 
Spectrum 
Singapore 
 

千Ｓドル 
 

1,000 
 
 

セラミックス
部品の洗浄再
生事業 

所有  
直接39.0 なし 

設備の
賃貸、
製品の
販売 

―   ― 
関係会社 

長期貸付金 71,136 

(注１) 期末残高には消費税等が含まれておりません。 
(注２) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

     資金の貸付について利息は市場金利を勘案し利率を合理的に決定しており、返済条件は期間 10 年、 
３年据え置き、毎月均等額返済としております。 
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(１株当たり情報)  
 

項目 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

１株当たり純資産額 83,417円04銭 82,888円29銭 

１株当たり当期純利益 
 

15,117円14銭 
 

 
16,014円46銭 

 
潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

 14,843円06銭 15,737円66銭 

 当社は、平成16年５月20日付で普通
株式１株に対し普通株式２株の割合で
株式分割を行いました。 

 前期首に当該株式分割が行われたと
仮定した場合における前事業年度の１
株当たり情報の各数値は以下のとおり

であります。 
１株当たり純資産額   52,203円80銭 
１株当たり当期純利益  9,332円83銭   

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益    9,188円48銭 

 

 

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

損益計算書上の当期純利益(千円) 993,915 1,159,110 

普通株主に帰属しない金額(千円) 6,600 ― 

（うち利益処分による役員賞与金） (6,600) (   ―)

普通株式に係る当期純利益(千円) 987,315 1,159,110 

普通株式の期中平均株式数(株) 65,311 72,379 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(新株予約権) 

1,206 1,273 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜
在株式の概要 

― ― 
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(重要な後発事象)  
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

(会社合併) 
 当社は平成17年５月26日開催の取締役会の決議を経

て同日セランクス株式会社との合併契約を締結いたし
ました。当該合併契約書は平成17年６月24日開催の当
社及びセランクス株式会社の定時株主総会において、

それぞれ承認可決されました。当該合併の目的、合併
の方法及び合併契約の概要、並びにセランクス株式会
社の概要は次のとおりであります。 

Ⅰ. 合併の目的 
 半導体・液晶製造装置において、セラミックス製部
品は装置の性能を左右する重要部品として使用されて

きました。半導体・液晶製造プロセスの進化にともな
い、セラミックス製部品に要求される特性も益々、高
度かつ複雑で多様なものになり、近年はセラミックス

材料だけに留まらず、セラミックス溶射品、セラミッ
クスと金属との複合材(以下ＭＭＣ)等も使用されるよ
うになってきました。 

当社はセラミックス部品及びセラミックス溶射品の
製造・販売を主たる事業とし、セランクス株式会社は
ＭＭＣの製造・販売を主たる事業としています。この

両社が合併することにより、半導体・液晶製造装置用
のセラミックス系部品のすべてに渡って製造・販売す
る世界で唯一のメーカーが誕生します。 

これは半導体・液晶製造装置メーカーにとって部品
調達の利便性を向上させるだけでなく、両社の技術を
融合させた新しいセラミックス系材料及び部品の開発

を加速させ、ひいては半導体・液晶製造プロセスの進
化に貢献することにもなります。以上が本合併の主た
る目的であり、さらに両社の経営資源を共有し有効活

用すること等を目的としております。 
Ⅱ． 合併の方法及び合併契約の概要 
(1) 合併の方法 

株式会社日本セラテック(以下「甲」という。) 
とセランクス株式会社(以下「乙」という。)は合
併して、甲は存続し、乙は解散します。 

(2) 合併の概要 
  ① 合併に際して割当交付する株式 

１. 甲は、合併に際して普通株式11,768株を発行

し、これを合併期日現在の乙の株主名簿（実質株
主名簿を含む。以下同じ。）に記載された株主に対
し、その所有する乙の普通株式１株につき甲の普

通株式0.8653株の割合をもって割当交付します。 
２. 前項に基づき乙の株主に割り当てられる株式
の利益配当金の計算は、平成17年10月１日を起算
日とします。 

 
 
 
 

―――――――――― 
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前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

② 増加すべき資本金および準備金等の額 

甲が乙との合併により増加すべき甲の資本金
および準備金等の額は、次のとおりとします。
ただし、合併期日における乙の資産および負債

の状態により、下記(ｱ)ないし(ｴ)の額は、甲乙
協議の上、これを変更することができることと
します。 

(ｱ) 資本金 
甲は資本金を増加させません。 

(ｲ) 資本準備金 

乙との合併による合併差益の金額から、
(ｳ)および(ｴ)の金額を控除した金額としま
す。 

(ｳ) 利益準備金 
合併期日における利益準備金の額としま
す。 

(ｴ) 任意積立金その他留保利益の額 
合併期日における任意積立金の額および留
保利益の額とします。 

③ 合併期日 
合併期日は、平成17年10月１日とします。

ただし、必要に応じて甲乙協議のうえ、これ

を変更することができるものとします。 
④ 会社財産の引継 

乙は、平成17年３月31日現在の貸借対照

表、その他同日の計算を基礎として、その後
合併期日までの間においてその資産、負債に
変動を生じたものについては別に計算書を添

付してこれを明確にし、合併期日においてそ
れぞれの資産、負債その他一切の権利義務を
甲に引き継ぎ、甲はこれを承継します。 

Ⅲ．セランクス株式会社の概要 
(1) 主な事業の内容 

セラミック基セラミック複合材又は金属基セラ

ミック複合材の製造及び販売 
(2) 最近事業年度（平成16年４月１日～平成17年３月

31日）における売上高、当期純損失 

① 売上高     3,289,287千円 
② 当期純損失     86,969 〃 

(3) 最近事業年度末（平成17年３月31日現在）の資

産、負債、資本の額及び従業員数 
① 資産合計    3,451,203千円 
② 負債合計    3,295,412 〃 

③ 資本合計     155,791 〃 
④ 従業員数        97名 
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（当事業年度の発行済株式数の増加） 

発行年月日 発行形態 発行株式数(株) 発行価格(円) 資本組入額(円) 

平成17年10月１日 合併 11,768 － － 

平成17年６月16日から 
平成18年３月31日 

新株予約権の行使 592 100,715 29,811,936 
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５. 生産、受注及び販売の状況 

 (1)生産実績 

当事業年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。  

                                                               (単位：千円) 
当事業年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 事業部門 製品 

生産高 前年同期比(％) 

半導体・液晶 
製造装置部品 5,362,758 ＋14.1 

静電チャック・溶射 
洗浄再生 1,130,087 ＋14.3 

機械部品 
耐磨耗部品 677,032 ＋45.8 

構造セラミックス 

その他 244,541 △13.0 

圧電アクチュエータ 1,037,670 △14.3 
圧電セラミックス 

圧電トランス 
圧電発音体 他 878,517 ＋33.7 

ＭＭＣ 
半導体・液晶 
製造装置部品 他 2,150,142 ― 

合計 11,480,751 ＋38.3 

(注)１ 金額は、販売価格によっております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ３ ＭＭＣ事業部門は、平成 17 年 10 月１日付で合併したセランクス株式会社より引継いだものであり、
前事業年度において実績はありません。 

 

(2)受注実績 

当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円） 
当事業年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 事業部門 製品 

受注高 
前年同期比 

(％) 受注残高 
前年同期比 

(％) 
半導体・液晶 
製造装置部品 

5,101,818 ＋10.6 1,601,196 ＋63.9 

静電チャック・溶射 
洗浄再生 

1,034,681 ＋7.0 108,113 △43.1 

機械部品 
耐磨耗部品 

717,462   ＋48.8 80,282 ＋361.4 
構造セラミックス 

その他 245,527   ＋2.3  48,232 ＋5.1 

圧電アクチュエータ 1,099,409 ＋5.1 128,116 ＋76.1 
圧電セラミックス 

圧電トランス 
圧電発音体 他 836,611 ＋22.9 132,981 ＋90.7 

ＭＭＣ 
半導体・液晶 
製造装置部品 他 893,062     ― 533,499 ― 

合計 9,928,574 ＋23.7 2,632,423   ＋91.8 

(注)１ 金額は、販売価格によっております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

       ３ ＭＭＣ事業部門は、平成 17 年 10 月１日付で合併したセランクス株式会社より引継いだものであり、 
前事業年度において実績はありません。 
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(3)販売実績 

当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円） 
当事業年度 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 事業部門 製品 

販売高 前年同期比(％) 

半導体・液晶 
製造装置部品 4,477,313 △2.3 

静電チャック・溶射 
洗浄再生 1,116,497 ＋35.7 

機械部品 
耐磨耗部品 654,579 ＋25.9 

構造セラミックス 

その他 243,188 △14.7 

圧電アクチュエータ 1,044,049 △1.7 
圧電セラミックス 

圧電トランス 
圧電発音体 他 

773,348 ＋4.8 

ＭＭＣ 
半導体・液晶 
製造装置部品 他 2,032,188 ― 

合計 10,341,166 ＋29.1 

(注)１ 金額は、販売価格によっております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

       ３ ＭＭＣ事業部門は、平成 17 年 10 月１日付で合併したセランクス株式会社より引継いだもの 
であり、前事業年度において実績はありません。 

      ４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま 

す。 
 (単位：千円) 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 相手先 

販売高 割合(％) 販売高 割合(％) 

キヤノン㈱ 536,519 6.7 1,865,929 18.0 

東京エレクトロンＡＴ㈱ 1,318,718 16.5 1,087,956 10.5 

     (注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

 


