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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （記載金額は百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 50,534 26.2 7,748 196.4 8,328 187.8

17年９月中間期 40,033 3.1 2,614 △32.8 2,894 △25.8

18年３月期 86,667 8,970 9,945

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 4,929 243.6 163.23 －

17年９月中間期 1,434 △37.2 47.51 －

18年３月期 5,598 185.38 －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 14百万円 17年９月中間期 26百万円 18年３月期 60百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 30,199,953株 17年９月中間期 30,199,953株 18年３月期 30,199,953株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 126,285 48,969 28.0 1,168.92

17年９月中間期 103,816 26,442 25.5 875.57

18年３月期 108,282 30,771 28.4 1,018.94

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 30,199,953株 17年９月中間期 30,199,953株 18年３月期 30,199,953株

(3）連結キャッシュ・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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 12,878 △18,954 6,791 1,594

17年９月中間期 6,747 △6,395 △1,451 784

18年３月期 18,532 △18,336 △1,126 853

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 3社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

通期 101,000 14,600 15,200 9,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　298円１銭

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は、添付資料の６ページを参照して下さい。



１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、コマツ電子金属株式会社（当社）、子会社３社及び関連会社１社の

計５社により構成されております。

　主な事業は、半導体シリコンウェーハの製造及び販売、並びにこれらに付帯する研究・開発・サービス等の事業活

動を展開しております。なお、当社の親会社は株式会社小松製作所であり、当社は株式会社小松製作所グループに属

しております。

　事業内容と企業集団の当該事業にかかる位置づけは次のとおりであります。

＜シリコンウェーハ＞

　製造・販売は、当社のほか、子会社のFormosa Komatsu Silicon Corporationが行っており、ほかにKomatsu 

Silicon Europe N.V.及び兄弟会社でありますコマツシリコンアメリカ有限会社が販売を行っております。

　また、平成10年１月に株式会社新菱との合弁（当社出資比率35％）により設立した株式会社サイマックスは、お客

さまが使用したテストウェーハの回収・再生加工・販売を行っております。

＜その他＞

　子会社の株式会社ケー・ディー・サービスは主に当社グループ従業員に対する福利厚生サービス及び当社社内向け

の保守業務、物流業務等を行っております。

　なお、当社及び一部連結子会社は株式会社小松製作所より運転資金の一部運用・調達を行っております。

［事業系統図］

　以上に述べた企業集団の概要は下図のとおりであります。
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（注）無印　連結子会社

※１　持分法適用関連会社

※２　兄弟会社（親会社の子会社）

※３　親会社

親会社であります株式会社小松製作所は、株式会社ＳＵＭＣＯが平成18年９月13日から平成18年10月11日ま

で実施した当社株式の公開買付けに対し、所有する株式の全てを応募し、その内、当社議決権総数の51.1％

を平成18年10月18日に譲渡いたしましたので、同日付で親会社でなくなりました。当該公開買付の結果によ

り、株式会社小松製作所の総株主の議決権の数に対する株式保有割合は、11.5％（間接所有含む）となり、

株式会社ＳＵＭＣＯは同51.1％となりました。
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２．経営方針
１．会社の経営の基本方針

　当社グループは、「品質」を経営の原点とし、お客さまである半導体メーカーに最適な商品（シリコンウェーハ）

と技術・サービスを、スピーディーかつタイムリーに提供し、お客さまの高い信頼を得るとともに、事業の収益性を

高め、お客さま、株主各位及び従業員にとって魅力ある企業になることを目指しています。また、企業活動を通じて

社会との融和に努めることを基本理念としています。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主各位に対する適正な利益還元を経営の重要課題として認識し、利益配分については、再投資のための

内部資金の確保に努めつつ、業績を反映した配当をしていくことを基本方針としています。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、平成９年９月の上場以来、投資単位の株式数を100株としていますが、これまでの株価水準、取引高、株主

数の推移及び個人株主の分布状況等から、現時点では、直ちに投資単位の引き下げは考えておりません。

４．目標とする経営指標

　当社グループは、平成17年度から向こう３年間を将来のさらなる成長のためのステップアップ期間と位置付け、品

質（Quality）とスピード（Speed）を最優先とする「ＱＳ１（キューエス・ワン）活動」を推進し、コア事業及び収

益力の強化を図り、経営目標として平成19年度に営業利益率10％の達成とともに、同年度末に連結ベースのＤ／Ｅレ

シオ（デット・エクイティ・レシオ：純資産に対する有利子負債の割合（少数株主持分を除く））を1.0以下にするこ

とを目指して中期３カ年計画をスタートしました。

　これらの経営目標について、連結の営業利益率は既に昨年度に達成でき、当中間期は前期を上回りましたが、引き

続き当年度の成果が定着及び向上するよう引き続き取り組んでまいります。

５．中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、前記の経営指標の実現に向けて、需要の大きな伸びが見込まれる300mmウェーハを事業の柱として

国内並びに台湾子会社ＦＫＳ（Formosa Komatsu Silicon Corporation）の生産能力を強化し、引き続き大きな需要が

見込まれる200mmウェーハの商品力の強化と収益力の改善とともに、安定した成長が見込まれるディスクリート用ウェー

ハの大径化対応と収益を維持・拡大することを重点施策とし、さらに経営基盤の強化を図っていきます。

　300mmウェーハについては、高度化するお客さまの要求に応えるべく技術開発や品質向上に努め、また、経営資源の

効率的な活用と配分に十分配慮しつつ、段階的に生産能力の増強を推進していきます。

　また、300mmウェーハの生産能力については、国内は平成18年末に完成見込みの月産８万５千枚規模から、今般月産

４万５千枚規模の追加増強を決定し、平成20年春までに月産13万枚体制の構築を目指します。一方、台湾はＦＫＳの

月産５万枚ラインを今秋から順次稼働開始し、次いで月産５万枚ラインを段階的に増設して平成20年春までに月産10

万枚規模に増強する予定ですので、双方の増強完了時には当社グループ全体で月産23万枚体制を構えることになりま

す。

　さらに、資金調達の多様化等を目的に、ＦＫＳの台湾株式市場への上場準備開始決定を今春公表しましたが、平成

19年末頃の上場を目途に諸準備を進めています。

　なお、当社は平成18年10月18日から株式会社ＳＵＭＣＯ（コード番号3436　東証第一部）の連結子会社となりまし

たが、これにより、当社グループはＳＵＭＣＯグループの一員となり、今後は統合された事業戦略を共有化していく

ことになります。特に、300mmウェーハの設備投資の最適化や、技術面での提携を通じて大きなシナジー効果を実現し

ていくとともに、研究開発、技術、製造、販売などの各領域で、コスト面を含めた相乗効果を発揮し、企業価値のさ

らなる向上を目指していきます。
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６．会社の対処すべき課題

［中期的な課題］

(1）300㎜ウェーハ事業の強化・推進

①　国内生産ラインの安定生産と品質向上による事業基盤の強化

②　ＦＫＳ生産ラインの着実な稼働開始と生産・販売体制の整備

③　国内・台湾の増設余地における生産能力増強の検討及び推進

(2）200mmウェーハ事業の収益改善

①　高付加価値商品の生産・販売構成比の向上

②　国内２工場並びにＦＫＳの生産能力と商品競争力の向上

③　ＦＫＳと連携したアジア市場への販売体制の強化

(3）ディスクリート用ウェーハ事業の大径化対応と収益向上

①　宮崎工場にＦＺ商品の一貫生産体制の構築及び生産効率の向上

②　大径化商品の生産体制整備並びに品質向上の推進

［平成18年度の経営課題］

　平成18年度は中期３カ年の中間期に当たり、初年度の成果を定着・向上させるための重要な年次として、次の経営

方針に全社を挙げて取り組む。

(1）収益基盤の強化と事業リスクの極小化

　・ 300mmウェーハ、200mm以下ＩＣウェーハ、並びにディスクリート用ウェーハのコア３事業について、さらなる品

質・生産性の向上を図るとともに、高付加価値商品の構成比率向上等により収益力の強化を推進する。

　・ 300mmウェーハ事業について、市場や顧客要求に適合した技術開発並びに生産能力の段階的増強を着実に実施し、

早期の収益貢献及び事業基盤の強化を図る。

　・ ＦＫＳの300mmウェーハ工場建設について、国内工場で蓄積した技術・ノウハウを投入し、生産ラインの完工及

び立ち上げを効率的かつ着実に実施する。

　・ 事業継続上のリスクを極小化するため、材料の安定調達を始め、生産ラインの安定操業及び商品競争力の維持向

上等に係る諸活動を進めるとともに、自然災害や事故発生時の影響を極小化するための諸対策を確実に講じる。

(2）特徴ある技術・商品・サービスの開発と展開

　・ 評価技術並びにアニール技術など、当社の強みを生かした商品・サービスをお客さまに提供し、競合他社との差

別化を図る。

(3）全ての業務での効率向上と高度化

(4）ＴＰＭ（トータル・プロダクティブ・メンテナンス）活動の継続的推進

(5）安全で活力ある職場づくり

(6）コンプライアンス経営の実践
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７．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号等

 （平成18年９月30日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権
所有割合（％）

親会社等が発行する株券が
上場されている証券取引所等

株式会社小松製作所 親会社
62.6

(0.6)

株式会社東京証券取引所　市場第一部

株式会社大阪証券取引所　市場第一部

　（注）　親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数であります。

(2）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　平成18年９月30日現在、株式会社小松製作所は、間接所有分を含めると当社議決権の62.6％を所有する親会社で

す。

　当社は、親会社の子会社であるコマツシリコンアメリカ有限会社との間で米国内の販売代理店契約を締結してい

ます。また、人的関係については、下記のとおり、親会社の取締役１名が当社取締役、監査役１名が当社監査役に

就任しております。

（役員の兼務状況）

役職 氏名 親会社での役職 就任理由

取締役 鈴木　康夫
株式会社小松製作所

取締役兼常務執行役員

当社の経営体制強化のため、当社から社外

取締役として就任を要請しております。

監査役 中村　眞
株式会社小松製作所

常勤監査役

当社の監査役会強化のため、当社から社外

監査役として就任を要請しております。

(参考）親会社の異動について

　平成18年10月18日、株式会社ＳＵＭＣＯによる当社株式の公開買付け（ＴＯＢ）により、同社は当社議決権総数

の51.1％を取得しました。このことにより、同日付で当社の親会社は株式会社小松製作所から株式会社ＳＵＭＣＯ

に異動しました。

（新親会社の商号等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年10月18日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権
所有割合（％）

親会社等が発行する株券が
上場されている証券取引所等

株式会社ＳＵＭＣＯ 親会社 51.1 株式会社東京証券取引所　市場第一部
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３．経営成績及び財政状態
（経営成績）

１．当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間の国内経済は、原油価格の高騰等による景気への影響が懸念されたものの、企業収益の向上を

背景に民間設備投資が増加し、また、雇用情勢の改善が進み、個人消費も緩やかに増加する等、景気は拡大基調を辿

りました。

　当社グループのお客さまである半導体業界においては、パソコンや携帯電話の底堅い需要に加え、薄型テレビや携

帯音楽プレーヤーに代表されるデジタル家電向けの半導体需要が増加する等、市況は堅調に推移しました。

　当社グループが属するシリコン業界においては、半導体市場に連動し、ウェーハの出荷数量は過去最高の水準とな

り活況を呈しましたが、その一方では、原材料であるポリシリコンの価格上昇や、原油価格の高騰に伴う諸資材価格

の上昇により、コスト増を余儀なくされました。

　このような事業環境のもと当社グループは、国内外のお客さまの要求にきめ細かく対応した販売活動を積極的に展

開しました。主力商品である200mmウェーハについては、アニールウェーハ、エピタキシャルウェーハを中心に半導体

の微細化に対応した高品質ウェーハの商品競争力の強化を図り、ディスクリート用ウェーハについても、お客さまの

高品質化・大径化の要求に対応しつつ、車載用半導体など成長市場への参入と拡販に努めました。

　台湾子会社のＦＫＳにおいては、お客さまから高い評価をいただいている200mmのアニールウェーハを中心に、台湾、

中国のマーケットに安定的に供給し、業績の向上を図ることができました。

　300mmウェーハについては、長崎、宮崎両工場合わせて月産７万５千枚の現有能力をさらに引き上げるべく、生産効

率の改善による能力増強を図りました。また、ＦＫＳについては、現在構築中の300mmウェーハ生産ラインを、平成20

年春までに月産10万枚規模に増強することを決定し、グループワイドで生産能力の拡充を推進するとともに、引き続

き品質向上と拡販に努めました。

　この結果、当中間期の当社グループの連結業績は、売上高505億34百万円（前年同期比26.2％増）となり、そのうち、

国内は223億84百万円（同21.2％増）、海外は281億50百万円（同30.5％増）となりました。損益面では、原材料や諸

資材価格の上昇により、コスト面で、大変厳しい状況にあったものの、売上の増大に加え、総コストの低減活動等の

効果により、経常利益83億28百万円、中間純利益49億29百万円を計上し、売上高、利益とも過去最高となりました。

　なお、単独の業績は、売上高は426億95百万円（同27.5％増）となり、そのうち国内は215億15百万円、（同20.5％

増）、海外は211億80百万円（同35.6％増）となりました。損益面では、経常利益53億８百万円、中間純利益は51億91

百万円を計上し、増収増益となりました。

　中間配当金につきましては、当期の１株当たり７円を予定しておりましたが、当中間期の業績が順調に推移したこ

とから、１株当たり８円とさせていただくことを本日の中間決算取締役会において決議いたしました。
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２．通期の見通し

　今後の経済見通しについては、企業収益の向上に伴う民間設備投資や個人消費の増加により、引き続き拡大基調を

辿るものと思われますが、原油価格の高騰に伴う諸資材価格の上昇、米国経済の減速懸念などにより、先行きに慎重

な見方も出てきています。

　シリコン業界においても、300mmウェーハの需要は引き続き拡大基調が続き、200mmウェーハについては、一部に在

庫調整の動きは見られるものの、全体としては好調を維持するものと予想されます。また、ディスクリート用ウェー

ハについては、車載用半導体等で安定した需要が見込まれます。

　このような環境下、当社グループは、昨年度からスタートした中期の企業活動「ＱＳ１活動」に基づき、品質向上

や総コスト低減などの諸活動に継続的に取り組み、商品競争力を強化し、「品質とスピードで全世界のお客さまから

№１に信頼される会社になる」ことを目指します。

　主力商品である200mmウェーハについては、エピタキシャルウェーハなどの高品質ウェーハを中心に商品競争力を強

化し、収益の向上と拡販に努めていきます。また、ディスクリート用ウェーハについては、お客さまの高品質化・大

径化の要求にスピーディーに対応し、収益の拡大に努めていきます。

　ＦＫＳにおいては、台湾・中国のマーケットを見据えた戦略的生産拠点として当社との連携を密にし、優位性のあ

る高付加価値商品を中心に、なお一層の拡販に注力していきます。

　300mmウェーハについては、旺盛な需要に応えるべく、平成20年春を目標に長崎工場の生産能力を月産11万５千枚ま

で引き上げることを決定しました。今後、国内２工場合わせて月産13万枚、ＦＫＳを含めて当社グループ全体で月産

23万枚体制の構築を目指すとともに、マーケットに適合した技術開発を進め、さらなる品質向上と総コスト低減を図っ

ていきます。

　通期の業績予想については、上記の「通期の見通し」に基づき、中間決算短信（連結・個別）表紙の「平成19年３

月期の業績予想」欄に記載しましたが、次のとおりです。

①　連結

（記載金額は百万円未満切り捨て）

売上高(百万円) 営業利益(百万円) 経常利益(百万円) 当期純利益(百万円)

通期 101,000 14,600 15,200 9,000

(前期実績) (86,667) (8,970) (9,945) (5,598)

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　298円１銭

②　単独

（記載金額は百万円未満切り捨て）

売上高(百万円) 営業利益(百万円) 経常利益(百万円) 当期純利益(百万円)

通期 85,000 9,100 9,500 8,300

(前期実績) (72,557) (3,883) (4,403) (3,760)

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　274円83銭

　なお、本業績予想における下半期の為替レートは、１米ドル＝115円を前提としています。

　平成19年３月期の期末配当金の予想につきましては、１株当たり７円を予定しておりましたが、上記の通期の見通

し及び通期業績予想に基づき、当期の下半期も収益確保が見込まれますことから、１株当たり８円、年間配当金は１

株当たり16円を予定させていただきます。
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（財政状態）

キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、後述の各増減要因により、15億94百万円（期首残高比７億41

百万円増）となりました。

　なお、当中間期のフリー・キャッシュ・フローは、△60億76百万円（前年同期比64億28百万円減）となりました。

(1）営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動によるキャッシュ・フローは、128億78百万円（同61億30百万円増）となりました。

　主な要因は、税金等調整前中間純利益の83億79百万円（同57億７百万円増）、及び減価償却費の56億35百万円（同

88百万円減）であります。

(2）投資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・フローは、△189億54百万円（同125億59百万円増）となりました。

　主な要因は、有形固定資産の取得の△150億75百万円（同83億２百万円増）、及び短期貸付金の増加△38億円（同

11億96百万円増）であります。

(3）財務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・フローは、67億91百万円（同82億43百万円増）となりました。

　主な要因は、短期借入金の増加23億39百万円、及び少数株主からの増資払い込みの46億64百万円であります。

　（注）　フリー・キャッシュ・フローは、以下の計算式を使っております。

〔フリー・キャッシュ・フロー〕＝〔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〕

　なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 25.7 26.4 25.5 28.4 28.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
36.0 33.2 30.8 84.2 111.7

債務償還年数（年） 2.6 2.6 3.2 2.3 1.7

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
30.7 29.7 26.8 41.0 76.4

※　自己資本比率：（純資産－少数株主持分）／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

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は、中間（期末）株価終値×中間（期末）発行済株式総数により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。有利子負債は、中間連結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。また、利払いについては、中間連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使

用しております。

４．債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するために２倍にしております。
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（事業等のリスク）

　経営成績及び財政状態に関する記載事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次の

ようなものがあります。

(1）商品市況変動に係る事項

　当社グループの主要商品であるシリコンウェーハは、需給変動が大変激しい半導体産業の中にあり、この環境の

変化が当社グループの事業の成果に影響を及ぼすリスクがあります。需給変動によるウェーハの販売量の減少や販

売価格の低下、あるいは半導体製造企業間の競争激化による販売価格の低下は、当社グループの業績や財政状態に

悪影響を及ぼす可能性があります。

(2）為替相場変動に係る事項

　当社グループの海外売上高比率は、平成17年９月中間期53.9％、平成18年９月中間期55.7％と高水準となってい

ます。このため、外貨建売上高の一定水準を為替予約によりリスクヘッジしているものの、為替相場の変動は当社

グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3）原材料調達環境に係る事項

　シリコンウェーハの原材料であるポリシリコンは、その需給が逼迫するとともに市場価格が上昇傾向にあります。

今後の需給動向により調達環境が著しく悪化した場合、調達量不足による生産支障や価格高騰による製造原価上昇

は、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4）開発・設備投資に係る事項

　当社グループの主要商品であるシリコンウェーハは、お客さまである半導体メーカーの需要動向に合わせて大径

化を推進していますが、その対応のための開発・設備投資への負担や、製品需要の拡大に対して、開発・設備投資

自体の遅れが生じた場合には、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5）自然災害や事故等に係る事項

　当社グループは、各生産拠点においてでき得る限り防災対策を講じていますが、地震・台風等の自然災害や火災

等の事故が発生した場合、操業停止、設備・製品の損壊、あるいは原材料調達や製品出荷等に不測の事態を来たす

可能性があり、これにより当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

　（注）　前述の将来の業績及び財政状態に関する予想、計画、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社の経営

者が合理的と判断したものです。実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、計画、見通しとは大き

く異なることがあり得ることを予めご承知おき下さい。そのような要因としては、主要市場の経済状況及び商

品需要の変動、為替相場の変動、及び国内外の各種規制並びに基準・慣行等の変更等が含まれます。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

対前
中間期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 784 1,594 626

２　受取手形及び売掛金 ※４ 16,926 21,205 18,835

３　有価証券 － － 226

４　たな卸資産 13,766 16,324 15,146

５　繰延税金資産 808 1,165 1,003

６　その他 6,411 7,191 3,879

貸倒引当金 △38 △55 △43

流動資産合計 38,660 37.2 47,425 37.6 8,765 39,675 36.6

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※１,２ 13,966 13,109 13,593

(2）機械装置及び運搬具 ※１,２ 37,906 33,508 36,204

(3）土地 ※１ 3,310 3,643 3,316

(4）建設仮勘定 2,073 20,853 7,637

(5）その他 ※１,２ 500 57,756 55.6 481 71,596 56.7 13,840 467 61,220 56.6

２　無形固定資産 1,015 1.0 742 0.6 △272 880 0.8

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 277 336 347

(2）繰延税金資産 5,932 5,969 5,976

(3）その他 178 218 186

貸倒引当金 △4 6,384 6.2 △4 6,520 5.1 135 △4 6,506 6.0

固定資産合計 65,156 62.8 78,859 62.4 13,703 68,607 63.4

資産合計 103,816 100.0 126,285 100.0 22,469 108,282 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

対前
中間期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び買掛金 ※４ 11,317 15,113 12,839

２　短期借入金 25,319 24,070 23,162

３　未払金 7,066 6,207 5,805

４　未払法人税等 222 2,384 1,440

５　賞与引当金 1,444 1,937 1,448

６　設備関係支払手形 5,253 1,353 921

７　その他 935 1,430 715

流動負債合計 51,558 49.6 52,499 41.6 940 46,334 42.8

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 17,550 19,850 18,550

２　退職給付引当金 4,451 4,967 4,713

３　その他 90 0 81

固定負債合計 22,091 21.3 24,817 19.6 2,725 23,345 21.6

負債合計 73,650 70.9 77,316 61.2 3,665 69,679 64.4

（少数株主持分）

少数株主持分 3,723 3.6 － － － 7,831 7.2

（資本の部）

Ⅰ　資本金 11,636 11.2 － － － 11,636 10.7

Ⅱ　資本剰余金 12,824 12.3 － － － 12,824 11.8

Ⅲ　利益剰余金 2,127 2.1 － － － 6,140 5.7

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 85 0.1 － － － 120 0.1

Ⅴ　為替換算調整勘定 △232 △0.2 － － － 50 0.1

Ⅵ　自己株式 △0 △0.0 － － － △0 △0.0

資本合計 26,442 25.5 － － － 30,771 28.4

負債、少数株主持分及び資本合
計

103,816 100.0 － － － 108,282 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 － － 11,636 9.2 － － －

　２　資本剰余金 － － 12,824 10.2 － － －

　３　利益剰余金 － － 10,858 8.6 － － －

　４　自己株式 － － △0 △0.0 － － －

　　株主資本合計 － － 35,319 28.0 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価差額金 － － 104 0.1 － － －

　２　繰延ヘッジ損益 － － △1 △0.0 － － －

　３　為替換算調整勘定 － － △120 △0.1 － － －

評価・換算差額等合計 － － △17 △0.0 － － －

Ⅲ　少数株主持分 － － 13,667 10.8 － － －

純資産合計 － － 48,969 38.8 － － －

負債純資産合計 － － 126,285 100.0 － － －
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 40,033 100.0 50,534 100.0 10,501 86,667 100.0

Ⅱ　売上原価 32,569 81.4 36,381 72.0 3,811 67,685 78.1

売上総利益 7,463 18.6 14,153 28.0 6,690 18,981 21.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 4,849 12.1 6,404 12.7 1,555 10,011 11.5

営業利益 2,614 6.5 7,748 15.3 5,134 8,970 10.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 11 16 19

２．為替差益 207 21 337

３．持分法による投資利益 26 14 60

４．その他 331 577 1.4 783 836 1.7 259 1,121 1,538 1.8

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 226 185 439

２．その他 71 297 0.7 71 257 0.5 △40 124 564 0.7

経常利益 2,894 7.2 8,328 16.5 5,434 9,945 11.5

Ⅵ　特別利益

１．持分変動差額 － － － 51 51 0.1 51 28 28 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産廃却損 ※２ 113 － 115

２．減損損失 ※３ 108 222 0.5 － － － △222 108 223 0.3

税金等調整前中間
（当期）純利益

2,671 6.7 8,379 16.6 5,707 9,749 11.2

法人税、住民税及び事業
税

174 2,293 1,459

法人税等調整額 299 473 1.2 △197 2,096 4.1 1,622 280 1,739 1.9

少数株主利益 △763 △1.9 △1,354 △2.7 △590 △2,411 △2.8

中間（当期）純利益 1,434 3.6 4,929 9.8 3,494 5,598 6.5
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の

連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 12,824 12,824

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）残高 12,824 12,824

 

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 847 847

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 1,434 1,434 5,598 5,598

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 150 301

２．役員賞与 3 154 3 305

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高 2,127 6,140

 

中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　　　（百万円） 11,636 12,824 6,140 △0 30,601

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △211  △211

中間純利益   4,929  4,929

株主資本以外の項目の中間連結会計期間中

の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） － － 4,718 － 4,718

平成18年９月30日　残高　　　　（百万円） 11,636 12,824 10,858 △0 35,319

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高　　　　（百万円） 120 － 50 170 7,831 38,603

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当      △211

中間純利益      4,929

株主資本以外の項目の中間連結会計期間中

の変動額（純額）
△16 △1 △170 △188 5,836 5,647

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） △16 △1 △170 △188 5,836 10,365

平成18年９月30日　残高　　　　（百万円） 104 △1 △120 △17 13,667 48,969

－ 12 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 増減（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ

シュ・フロー

税金等調整前中間（当

期）純利益
2,671 8,379 9,749

減価償却費 5,723 5,635 12,681

減損損失 108 － 108

有形固定資産除売却損 255 53 504

退職給付引当金の増加

額
249 231 494

受取利息及び受取配当

金
△13 △18 △22

支払利息 226 185 439

投資有価証券売却益 － － △2

売上債権の増加額 △1,840 △2,394 △3,315

たな卸資産の増加額 △2,362 △1,264 △3,642

仕入債務の増加額 1,619 2,262 3,045

未払金の減少額 △90 △246 △302

その他 635 1,635 △443

小計 7,183 14,460 7,276 19,291

利息及び配当金の

受取額
14 18 23

利息の支払額 △251 △168 △452

法人税等の支払額 △198 △1,431 △330

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
6,747 12,878 6,130 18,532
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前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 増減（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ

シュ・フロー

有形固定資産の取得に

よる支出
△6,773 △15,075 △21,661

有形固定資産の売却に

よる収入
3,150 38 3,145

無形固定資産の取得に

よる支出
△193 △94 △301

投資有価証券の取得に

よる支出
△1 △1 △3

投資有価証券の売却に

よる収入
－ － 11

短期貸付金の増減額

（純額）
△2,603 △3,800 501

その他投資の増減額

（純額）
26 △20 △28

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
△6,395 △18,954 △12,559 △18,336

Ⅲ　財務活動によるキャッ

シュ・フロー

短期借入金の増減額

（純額）
△1,300 2,339 △4,003

長期借入れによる収入 7,550 3,300 8,550

長期借入金の返済によ

る支出
△7,550 △3,300 △7,550

配当金の支払額 △150 △211 △301

少数株主への株式の発

行による収入
－ 4,664 2,179

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
△1,451 6,791 8,243 △1,126

Ⅳ　現金及び現金同等物に係

る換算差額
63 25 △38 △37

Ⅴ　現金及び現金同等物の増

減額
△1,035 741 1,777 △967

Ⅵ　現金及び現金同等物の期

首残高
1,820 853 △967 1,820

Ⅶ　現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
※ 784 1,594 809 853
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社は次の３社であります。

㈱ケー・ディー・サービス

Formosa Komatsu Silicon 

Corporation

Komatsu Silicon Europe N.V.

同左 同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社は次の１

社であります。

㈱サイマックス

(1）　　　　 同左 (1）　　　　 同左

(2）持分法を適用していない関連会

社

㈱スーパーシリコン研究所は、

中間純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象

から除いても中間連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がない

ため持分法の適用範囲から除外

しております。

(2）持分法を適用していない関連会

社

同左

(2）持分法を適用していない関連会

社

㈱スーパーシリコン研究所は、

当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外して

おります。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社のうち、㈱ケー・

ディー・サービス及びKomatsu 

Silicon Europe N.V.の中間決算日

は９月30日であります。また、

Formosa Komatsu Silicon 

Corporationの中間決算日は６月30

日でありますが、中間連結財務諸表

の作成にあたっては、９月30日現在

で実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。

同左 連結子会社のうち、㈱ケー・

ディー・サービス及びKomatsu 

Silicon Europe N.V.の決算日は３

月31日であります。また、

Formosa Komatsu Silicon 

Corporationの決算日は12月31日で

ありますが、連結財務諸表の作成に

あたっては、３月31日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を使用し

ております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ．有価証券

(イ）　　──────

 

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定。）

イ．有価証券

(イ）　　──────

 

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

同左

イ．有価証券

(イ）売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平

均法により算定。）

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

ロ．デリバティブ

時価法

ロ．デリバティブ

同左

ロ．デリバティブ

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

ハ．たな卸資産

製品・半製品・仕掛品

　…主として総平均法による原

価法

ハ．たな卸資産

製品・半製品・仕掛品

同左

ハ．たな卸資産

製品・半製品・仕掛品

同左

原材料・貯蔵品

　…主として移動平均法による

原価法

原材料・貯蔵品

同左

原材料・貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ．有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率

法を、また在外連結子会社は主

として所在地国の会計基準に基

づく定率法又は定額法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物

15年～50年

機械装置及び運搬具

５年～８年

イ．有形固定資産

同左

イ．有形固定資産

同左

ロ．無形固定資産

当社及び国内連結子会社は定額

法を、また在外連結子会社は所

在地国の会計基準に基づく定額

法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込

利用可能期間（５年）に基づい

ております。

ロ．無形固定資産

同左

ロ．無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

イ．貸倒引当金

主として、債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

イ．貸倒引当金

同左

イ．貸倒引当金

同左

ロ．賞与引当金

当社及び国内連結子会社は、従

業員に対する賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当中

間連結会計期間負担分を計上し

ております。

ロ．賞与引当金

同左

ロ．賞与引当金

当社及び国内連結子会社は、従

業員に対する賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当連

結会計年度負担分を計上してお

ります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

ハ．退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末において発

生していると認められる額を計

上しております。

数理計算上の差異は、その発生

時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定年数（10年）

による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しております。

ハ．退職給付引当金

同左

ハ．退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上

しております。

数理計算上の差異は、その発生

時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しておりま

す。

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間連結決

算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理し

ております。

なお、在外子会社等の資産及び負債

は、中間連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分及び資本の

部における為替換算調整勘定に含め

ております。

外貨建金銭債権債務は、中間連結決

算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理し

ております。

なお、在外子会社等の資産及び負債

は、中間連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における少数

株主持分及び為替換算調整勘定に含

めております。

外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

なお、在外子会社等の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は少数株主持分及び資本の部

における為替換算調整勘定に含めて

おります。

(5）重要なリース取引の処

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 同左

(6）重要なヘッジ会計の方

法

イ．ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、為替予約

については振当処理の要件を満

たしている場合は振当処理を採

用しております。

イ．ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、為替予約

については振当処理の要件を満

たしている場合は振当処理を、

金利スワップについては特例処

理の要件を満たしている場合は

特例処理を採用しております。

イ．ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、為替予約

については振当処理の要件を満

たしている場合は振当処理を採

用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

……先物為替予約

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

……金利スワップ及び先物為

替予約

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

……先物為替予約

ヘッジ対象

……外貨建債権

ヘッジ対象

……借入金並びに外貨建債権

ヘッジ対象

……外貨建債権
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

ハ．ヘッジ方針

主として当社の市場リスク管理

規程に基づき、為替変動リスク

をヘッジしております。為替変

動リスクについては、外貨建債

権・債務のネット受取予想額に

対して一定のヘッジ比率を維持

しております。

ハ．ヘッジ方針

主として当社の市場リスク管理

規程に基づき、金利変動リスク

及び為替変動リスクをヘッジし

ております。金利変動リスクに

ついては、総借入に占める固定

金利建借入比率の一定割合以上

を維持しております。為替変動

リスクについては、外貨建債

権・債務のネット受取予想額に

対して一定のヘッジ比率を維持

しております。

ハ．ヘッジ方針

主として当社の市場リスク管理

規程に基づき、為替変動リスク

をヘッジしております。為替変

動リスクについては、外貨建債

権・債務のネット受取予想額に

対して一定のヘッジ比率を維持

しております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象につ

いて、個別取引毎のヘッジ効果

を検証しております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象につ

いて、個別取引毎のヘッジ効果

を検証しております。ただし、

ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る元本・利率・期間等の重要な

条件が同一の場合は、ヘッジ効

果が極めて高いことから、ヘッ

ジ有効性の判断は省略しており

ます。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象につ

いて、個別取引毎のヘッジ効果

を検証しております

(7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び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

か負わない取得日から３ケ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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）

　当中間連結会計期間より、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

適用指針第６号平成15年10月31日）を

適用しております。これにより、税金

等調整前中間純利益は108百万円減少

しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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

適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税金

等調整前当期純利益は108百万円減少

しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき各

資産の金額から直接控除しております。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は35,303百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

147,433百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

157,797百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

153,625百万円

※２．国庫補助金により、有形固定資産の取

得価額から控除している圧縮記帳額は

次のとおりであります。

※２．国庫補助金により、有形固定資産の取

得価額から控除している圧縮記帳額は

次のとおりであります。

※２．国庫補助金により、有形固定資産の取

得価額から控除している圧縮記帳額は

次のとおりであります。

建物及び構築物 517百万円

機械装置及び運搬具 1,020

その他 2

計 1,540

建物及び構築物 506百万円

機械装置及び運搬具 980

その他 2

計 1,489

建物及び構築物    518百万円

機械装置及び運搬具 1,015

その他 2

計 1,536

　３．保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行っており

ます。

　３．保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行っており

ます。

　３．保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行っており

ます。

㈱サイマックス 142百万円 ㈱サイマックス    83百万円 ㈱サイマックス    115百万円

　４．　　　　───── ※４.　中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって

決済処理をしております。なお、当中

間連結会計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が中間連結会計期間末

残高に含まれております。

　４．　　　　─────

受取手形 48百万円

支払手形 1,479百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

給与手当 1,199百万円

研究開発費 1,158

運賃梱包費 931

賞与引当金繰入額 261

減価償却費 222

退職給付引当金繰入額 54

研究開発費   1,372百万円

給与手当 1,345

運賃梱包費 1,093

賞与引当金繰入額 327

減価償却費 175

退職給付引当金繰入額 55

給与手当 2,795百万円

研究開発費 2,395

運賃梱包費 1,972

減価償却費 439

賞与引当金繰入額 290

退職給付引当金繰入額 111

※２．固定資産廃却損は台湾子会社の陳腐化

資産（建設仮勘定)の廃却損であります。

　２．　　　　───── ※２．固定資産廃却損は台湾子会社の陳腐化

資産（建設仮勘定)の廃却損であります。

※３．減損損失

　当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。

　３．　　　　───── ※３．減損損失

　当連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

神奈川県
平塚市

賃貸用資産 土地 66

長崎県
大村市

遊休資産 土地 42

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

神奈川県
平塚市

賃貸用資産 土地 66

長崎県
大村市

遊休資産 土地 42

　当社グループの資産グループは事業

用資産においては管理会計上の区分ご

とに、遊休資産及び休止資産、賃貸用

資産においては個別単位でグルーピン

グしております。

　このグルーピングに基づき、固定資

産の減損を検討した結果、地価の下落

により帳簿価格に対し時価が著しく下

落している遊休資産、将来キャッシュ・

フローが著しく低い賃貸用資産につい

て帳簿価格を回収可能価額まで減損し、

当該減少額を減損損失（108百万円）と

して特別損失に計上しました。

　その内訳は、平塚市土地66百万円、

大村市土地42百万円であります。なお、

減損対象とした固定資産の回収可能価

額は市場価格を反映していると考えら

れる固定資産税評価額を適用し、評価

しております。

　当社グループの資産グループは事業

用資産においては管理会計上の区分ご

とに、遊休資産及び休止資産、賃貸用

資産においては個別単位でグルーピン

グしております。

　このグルーピングに基づき、固定資

産の減損を検討した結果、地価の下落

により帳簿価格に対し時価が著しく下

落している遊休資産、将来キャッシュ・

フローが著しく低い賃貸用資産につい

て帳簿価格を回収可能価額まで減損し、

当該減少額を減損損失（108百万円）と

して特別損失に計上しました。

　その内訳は、平塚市土地66百万円、

大村市土地42百万円であります。なお、

減損対象とした固定資産の回収可能価

額は市場価格を反映していると考えら

れる固定資産税評価額を適用し、評価

しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式

 　　普通株式 30,199,953 － － 30,199,953

合計 30,199,953 － － 30,199,953

 自己株式

 　　普通株式 47 － － 47

合計 47 － － 47

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
普通株式 211 7  平成18年３月31日  平成18年６月23日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年10月31日

取締役会
普通株式 241 利益剰余金 8  平成18年９月30日  平成18年12月１日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係は、次のとおりであります。

※　　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係は、次のとおりであります。

※　　現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係は、次

のとおりであります。

（平成17年９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日）

現金及び預金勘定 784百万円

現金及び現金同等物 784

現金及び預金勘定  1,594百万円

現金及び現金同等物 1,594

現金及び預金勘定 626百万円

有価証券 226

現金及び現金同等物 853

－ 22 －



①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 70 213 142

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 70 213 142

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）その他有価証券

非上場株式 64

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 73 247 174

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 73 247 174

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）その他有価証券

非上場株式 55

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 71 273 201

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 71 273 201

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）その他有価証券

非上場株式 55
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③　デリバティブ取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における当社及び連結子会社の事業は、シリコ

ンウェーハの製造、販売を事業内容とする単一事業区分であるため、事業の種類別セグメント情報は作成してお

りません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

日本
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 31,434 1,858 6,740 40,033 － 40,033

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,655 － 1,668 4,324 (4,324) －

計 34,090 1,858 8,409 44,357 (4,324) 40,033

営業費用 32,944 1,857 7,129 41,932 (4,513) 37,418

営業損益 1,145 0 1,279 2,424 189 2,614

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

日本
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 39,802 2,382 8,349 50,534 － 50,534

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,762 － 2,263 6,025 (6,025) －

計 43,565 2,382 10,613 56,560 (6,025) 50,534

営業費用 37,962 2,373 8,574 48,910 (6,124) 42,785

営業損益 5,602 8 2,038 7,650 98 7,748

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

日本
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 68,068 4,049 14,548 86,667 － 86,667

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,730 － 3,546 9,276 (9,276) －

計 73,798 4,049 18,095 95,943 (9,276) 86,667

営業費用 69,109 4,036 14,229 87,375 (9,678) 77,696

営業損益 4,689 13 3,866 8,568 402 8,970

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）欧州……ベルギー

(2）アジア……台湾

３．前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、営業費用のうち消去又は全社の項

目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 6,830 2,506 12,231 21,567

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 40,033

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
17.1 6.3 30.5 53.9

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 8,700 3,664 15,785 28,150

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 50,534

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
17.2 7.3 31.2 55.7

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 15,515 5,825 26,730 48,070

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 86,667

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
17.9 6.7 30.9 55.5

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区域に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米……米国、カナダ

(2）欧州……イギリス、ドイツ、フランス、イタリア他

(3）アジア……台湾、中国、シンガポール他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（重要な後発事象）

 前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 該当事項はありません。

 当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

親会社及び主要株主の異動について

　株式会社ＳＵＭＣＯは、平成18年９月12日開催の取締役会において、当社株式を公開買付けにより取得することを決

議し、当社は、同日開催の取締役会において、当該公開買付けについて賛同の意を表明することを決議いたしまし

た。

　当該公開買付けは平成18年９月13日から平成18年10月11日まで実施され、株式会社ＳＵＭＣＯが当該公開買付けを通

じて、当社株式を15,402,000株取得した結果、株式会社ＳＵＭＣＯの所有する当社の議決権の総数に対する割合は

51.1％となり、平成18年10月18日をもって当社の親会社及び主要株主に該当することとなりました。

　また、株式会社小松製作所は、当該公開買付けに応募し、当社株式15,402,000株を譲渡することにより当社の親会社

に該当しないこととなりました。

 前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産の状況

生産実績

 （単位：百万円、端数切り捨て）

事業区分

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

前年同期比
（％）

前年同期比
（％）

前年同期比
（％）

シリコンウェーハ 32,848 8.2 37,198 13.2 69,426 15.9

その他 － － － － － －

合計 32,848 8.2 37,198 13.2 69,426 15.9

　（注）１．金額は製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注の状況

受注実績

 （単位：百万円、端数切り捨て）

事業区分

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％）

シリコンウェーハ 40,894 6.3 8,377 19.3

その他 727 55.0 0 0.0

合計 41,622 6.8 8,377 19.3

 （単位：百万円、端数切り捨て）

事業区分

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％）

シリコンウェーハ 48,050 17.5 7,327 △12.5

その他 905 24.5 0 0.0

合計 48,956 17.6 7,327 △12.5

 （単位：百万円、端数切り捨て）

事業区分

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％）

シリコンウェーハ 87,240 18.3 8,905 31.2

その他 1,544 47.7 0 0.0

合計 88,784 18.7 8,905 31.2

　（注）　金額は販売価格によっております。
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(3）販売の状況

販売実績

 （単位：百万円、端数切り捨て）

事業区分

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

前年同期比
（％）

前年同期比
（％）

前年同期比
（％）

シリコンウェーハ 39,305 2.5 49,628 26.3 85,123 15.2

その他 727 55.0 905 24.5 1,544 47.7

合計 40,033 3.1 50,534 26.2 86,667 15.7

　（注）１．前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度の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：百万円、端数切り捨て）

相手先

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

金額 割合（％） 金額 割合（％） 金額 割合（％）

コマツシリコンアメリカ㈲ 6,827 17.1 8,697 17.2 15,512 17.9

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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