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１．19年１月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年１月31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 ％

19年１月期 84,257 － 14,179 － 15,128 －
18年３月期 86,667 15.7 8,970 48.7 9,945 66.7

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円　銭 円　銭 ％ ％ ％

19年１月期 8,857 － 293.30 － 25.3 12.8 18.0
18年３月期 5,598 75.2 185.38 － 20.0 9.8 11.5

（注）①持分法投資損益 19年１月期 16百万円 18年３月期 60百万円

②期中平均株式数（連結） 19年１月期 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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

⑤平成19年１月期は、決算期変更に伴い10ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。

(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

19年１月期 128,966 54,321 30.4 1,300.09
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） 19年１月期 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

19年１月期 18,188 △18,779 3,031 3,364
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

２．20年１月期の連結業績予想（平成19年２月１日～平成20年１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

中間期 55,000 7,000 7,200 4,000
通期 115,000 14,700 15,000 9,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　314円57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７ページを参照して下さい。
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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、SUMCO TECHXIV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、平成18年10月18日付をもって、当社の親会社は株式会社小松製作所から株式会社SUMCOへ変

わり、当社は株式会社SUMCOグループに属しています。

　事業内容と企業集団の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

＜シリコンウェーハ＞

　シリコンウェーハの製造・販売は、当社のほか、子会社のFORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATIONが行っており、

ほかにSUMCO TECHXIV EUROPE N.V.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、顧

客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SUMTECサービス株式会社は、主に当社グループ従業員に対する福利厚生サービス、当社社内向けの保守

業務及び物流業務等を行っております。

　なお、SUMTECサービスの余剰資金の運用と当社の運転資金調達のために両社間で短期貸付を行っております。

　また、兄弟会社であるジャパンスーパークォーツ株式会社より高純度石英ルツボを購入しております。

［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。

 親会社 

(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） 

㈱ Ｓ Ｕ Ｍ Ｃ Ｏ 

ＳＵＭＴＥＣサービス㈱ 
（福利厚生サービス、 

設備機器メンテナンス、 
出荷容器の洗浄業務、 
物流業務受託） 

海 外 顧 客 国 内 顧 客 

国 内 海 外 

福利厚生サービス及び 
保守・物流業務等受託会社 
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製造・販売会社 
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※２ 
ジャパンスーパークォーツ㈱ 
（高純度石英ルツボ） 

石英ルツボの製造・販売会社 

貯蔵品 

技術供与 

製 品 

製 品 

製 品 SUMCO TECHXIV 
EUROPE N.V. 

（シリコンウェーハ） 

販売会社 

※１ 
㈱サイマックス 
（シリコンウェーハ） 

シリコンウェーハの 
再生加工・販売会社 

技術供与 

資金の運用 
・調達 

親会社の異動

　株式会社SUMCOは、平成18年10月に当社株式を公開買付けにより15,402,000株（議決権比率51.1％）を取得したこと

により、同社が当社グループの親会社となりました。

商号（社名）変更

　当社（コマツ電子金属株式会社）、Formosa Komatsu Silicon Corporation、Komatsu Silicon Europe N.V.、

株式会社ケー・ディー・サービスは、SUMCOグループの一員になったことを明確にするため、商号変更を平成19年１月

１日付で実施いたしました。なお、変更後の社名はそれぞれ下記のとおりであります。

　SUMCO TECHXIV株式会社、FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION、SUMCO TECHXIV EUROPE N.V.、

SUMTECサービス株式会社
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関係会社の状況

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の所有割
合又は（被所有
割合）（％）

関係内容 摘要

(1）親会社      

㈱SUMCO 東京都

港区

百万円

114,107

シリコンウェーハ

の製造販売

(51.1) 役員の兼任等…有 （注）１

(2）連結子会社       

FORMOSA 

SUMCO 

TECHNOLOGY 

CORPORATION

台湾

雲林縣

百万新台湾ドル

6,000

シリコンウェーハ

の製造販売

50.5 当社の技術供与によってシリコン

ウェーハを製造しているほか、同製

品を台湾内に販売すると共に、当社

にも供給しております。

役員の兼任等…有

（注）２

（注）３

SUMCO 

TECHXIV 

EUROPE N.V.

ベルギー

ビルボールド

百万ユーロ

0.25

シリコンウェーハ

の販売

100.0 当社シリコンウェーハを欧州地域に

販売しております。

役員の兼任等…有

 

SUMTECサービス㈱ 長崎県

大村市

百万円

18.7

その他 100.0 当社の福利厚生業務等の引き受け、

当社シリコンウェーハ用出荷容器の

洗浄、当社工場内設備のメンテナン

ス、当社製品の物流業務を行ってお

ります。

役員の兼任等…有

 

(3）持分法適用関連

会社

      

㈱サイマックス 福岡県

北九州市

百万円

50

シリコンウェーハ

の再生加工・販売

35.0 シリコンウェーハの再生加工に関し、

当社より技術を供与しております。

役員の兼任等…有

 

　（注）１．上記の会社のうち、㈱SUMCOは有価証券報告書を提出しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATIONは、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高

に占める割合が100分の10を超えておりますが、所在地別セグメントの売上高に占める当該連結子会社の売上

高（セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。）の割合が100分の90を超えているため、主要な損益等の

記載を省略しております。
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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、顧客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、顧客の高い信頼を得るとともに、事業の収益性を高め、顧

客、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、投資単位の引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年度から平成19年度までの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）を1.0以下にすることを目指して

中期３ヶ年計画に取り組んできました。

　これらの経営目標については、当年度に連結ベースの営業利益率16.8％、Ｄ／Ｅレシオ1.0と目標を１年度前倒しで

達成することができました。

５．中長期的な会社の経営戦略

　当社は、平成18年10月18日付をもって親会社が株式会社小松製作所から株式会社SUMCOに変わり、SUMCOグループの

一員として新たな第一歩を踏み出しました。当社グループは統合された事業戦略を同社と共有していくとともに、相

乗効果を発揮するため、その諸活動に鋭意取り組んでいます。

　当社グループは、今後も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Ｆ

ＳＴ（FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION）の生産能力の増強を最優先で推進していき、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て、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、高精度化の要求を満たすべく技術開発や品質向上に努め、旺盛な需要拡大に対応するた

め、当社グループの総力を挙げて国内・台湾の生産体制を強化し、併せてSUMCOグループ全体の生産能力増強に寄与す

ることをもって、高まる顧客ニーズに応えていきます。

　なお、300mmウェーハの生産能力については、平成20年春には国内における月産13万枚体制を構築する計画を進めて

いますが、さらに平成21年６月末までに月産30万枚規模まで増強することを今年２月に決定しました。加えて、台湾

においても平成20年春までに月産10万枚規模まで生産能力の増強を推進していき、国内と台湾を合わせ、当社グルー

プ全体で月産40万枚体制の構築を目指します。

　また、資金調達の多様化等を目的に、ＦＳＴの台湾株式市場への上場準備開始決定を昨春公表しましたが、今年末

頃の上場を目途に引き続き諸準備を進めています。

６．会社の対処すべき課題

［中長期的な課題］

(1）300㎜ウェーハ事業の強化・拡大

①　国内生産能力の増強と安定生産、及び品質向上による事業基盤の強化

②　ＦＳＴの生産ラインの増強と安定生産、及び生産・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）200㎜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ＦＳＴの生産能力と商品競争力の向上

③　ＦＳＴ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　宮崎工場におけるＦＺ商品の一貫生産ラインの生産効率の向上

②　大径化商品の生産体制整備並びに品質向上の推進
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［平成19年度の経営課題］

　平成19年度はSUMCOグループとしての新たな事業展開とともに、次の経営方針に全力を挙げて取り組む。

(1）グループ戦略の共有とシナジー効果の創出

・SUMCOグループとしての事業戦略の共有化を図り、シナジー効果創出のための諸活動を通じて、具体的成果の

発揮に注力する。

(2）300mm事業の強化・拡大

・300mm事業を収益の柱に成長させるべく、経営資源を重点的に投入する。

・顧客からの旺盛な需要に応えるため、国内・台湾の生産能力の増強に全力で取り組むとともに、顧客要求に

適合した技術開発を進め、早期の収益貢献及び事業基盤の強化を図る。

(3）事業基盤の強化とリスクの極小化

・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、市場動向を踏まえた高付加価値商品の構成比率の向上等により収益

力の強化を推進する。

・ＦＳＴ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

及び本格稼働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、材料の安定調達をはじめ、生産ラインの安定操業及び商品競争力の

維持・向上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。

(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）安全確保とコンプライアンス経営の実践

７．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号等

 （平成19年１月31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

(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

①　親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的

関係

　平成19年１月31日現在、株式会社SUMCOは当社議決権総数の51.1％を所有する親会社です。

　また、人的関係については、当社役員13名のうち、６名（取締役３名、監査役３名）は、親会社である株式会

社SUMCOの役職員が兼務しております。

　なお、従業員についてはSUMCOグループとの出向関係はありません。

②　親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等

　当社が事業活動を行う上での承認事項など親会社からの制約はありません。

③　親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

　当社は、SUMCOグループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、親会社兼任取締役及び

監査役の就任については、当社からの要請に基づくものであることから、独自の経営判断が行える状況にあると

考えております。

④　親会社等からの一定の独立性の確保の状況

　当社の事業活動において、SUMCOグループとの取引条件は各企業との個別協議により決定しており、その他SUMCO

グループ外企業の取引条件と同様のものとなっておりますので、親会社から一定の独立性が確保されていると認

識しております。

(3）親会社等との取引に関する事項

　親会社との取引に関する事項については、４．連結財務諸表等の⑦関連当事者との取引（30～31ページ）に関す

る注記を参照して下さい。
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３．経営成績及び財政状態
（経営成績）

１．当連結会計年度の概況

　当連結会計年度の国内経済は、原油価格の高騰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高

水準で推移し、個人消費も緩やかに増加する等、景気は引き続き拡大基調で推移しました。

　当社グループの顧客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

音楽プレーヤーをはじめとするデジタル家電向けの半導体需要が増加する等、市況は概ね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、旺盛な半導体需要に支えられ、ウェーハの出荷数量は面積ベー

スでは過去最高の水準となり活況を呈しましたが、原材料であるポリシリコンや諸資材の価格上昇により、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、当社グループは顧客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、エピタキシャルウェーハ、アニールウェーハを中心に半導体の微細化

に対応した高付加価値商品の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、車載用半導体など成長

市場における拡販に努めました。

　ＦＳＴにおいては、顧客から高い評価をいただいている200mmアニールウェーハを中心に拡販に注力し、業績の向

上を図ることができました。

　また、成長著しい300mmウェーハについては、旺盛な需要に応えるべく、国内及び台湾のＦＳＴにおける生産能力

の拡充を図るとともに、さらなる品質向上とコスト低減に取り組みました。

　この結果、当社グループの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの通期の業績については、過去最高とな

る売上高を見込んでいました。しかしながら、平成18年12月22日開催の臨時株主総会において事業年度の変更に係

る定款変更を行い、その経過措置として当連結会計年度は平成18年４月１日から平成19年１月31日までの10ヶ月決

算（海外連結対象子会社は９ヶ月決算）となるため、当連結会計年度の売上高は842億57百万円に止まりました。

　そのうち国内は380億99百万円、海外は461億58百万円となりました。損益面では、原材料及び諸資材の価格上昇

を背景に販売価格の一部是正が実現したことや、総コスト低減活動等の効果により、経常利益151億28百万円、当期

純利益88億57百万円を計上しました。

　なお、単独の売上高は724億50百万円となり、そのうち国内は369億６百万円、海外は355億43百万円となりました。

損益面では、経常利益95億37百万円、当期純利益86億55百万円を計上し、連結・単独ともに利益は過去最高となり

ました。

　当期の期末配当金につきましては、当期の下半期の業績が決算期変更後の予想通り順調に推移したことから、１

株につき８円の期末配当を実施させていただきますことを、本年４月開催の定時株主総会に付議させていただく予

定であります。
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２．次期の見通し

　今後の経済見通しについては、民間設備投資が高水準を維持し、個人消費も緩やかながらも増加することが見込

まれることから、景気は引き続き拡大基調を辿るものと予想されます。

　シリコン業界においては、パソコンや携帯電話、デジタル家電などの需要拡大を背景に、半導体需要は堅調に推

移するものと予想されることから、300mmウェーハを中心に底堅い需要が見込まれます。

　このような状況のもと、平成18年10月18日付をもって当社の親会社は株式会社小松製作所から株式会社SUMCOへ変

わり、当社はSUMCOグループの一員として新たな第一歩を踏み出しました。当社グループは、統合された事業戦略を

株式会社SUMCOと共有することとし、今後さらなる需要拡大が見込まれる300mmウェーハについては、高まるお客さ

まのニーズに応えるべく、生産能力の拡充を進めていきます。これに関し、当社は平成20年春を目標に国内におけ

る月産13万枚体制を構築する計画を進めていますが、さらに平成21年６月末までに月産17万枚増強し、月産30万枚

まで拡充を行う設備投資を今年２月に決定しました。加えて、台湾のＦＳＴにおいても、月産５万枚の現有能力を

平成20年春までに月産10万枚まで拡充し、国内とＦＳＴを合わせて月産40万枚体制の構築を目指していきます。

　主力商品である200mmウェーハについては、半導体の微細化に対応したアニールウェーハ等の高付加価値商品を中

心に競争力の強化を図り、お客さまのプロセスに最適なウェーハを供給し、拡販と収益力の向上に努めていきます。

ディスクリート用ウェーハについても、お客さまの大径化・高精度化の要求に適確に対応し、市場における優位性

をさらに高めていきます。

　ＦＳＴ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、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。

　次期の業績予想については、上記「次期の見通し」に基づき、決算短信（連結・個別）表紙の「平成20年１月期

の業績予想」欄に記載しましたが、次のとおりです。

　なお、次期の経常利益予想は、決算期変更に伴う対象月数増加の増益要因がありますが、ポリシリコンの価格上

昇及び300mmウェーハ関係の固定費負担増等により、ほぼ当期並みの利益を見込んでいます。

 (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）

中間期

（当期実績）

55,000

(50,534)

7,000

(7,748)

7,200

(8,328)

4,000

(4,929)

通期

（当期実績）

115,000

(84,257)

14,700

(14,179)

15,000

(15,128)

9,500

(8,857)

　（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 314円57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）

中間期

（当期実績）

45,000

(42,695)

4,500

(5,022)

4,700

(5,308)

2,800

(5,191)

通期

（当期実績）

93,000

(72,450)

9,500

(8,814)

10,000

(9,537)

6,000

(8,655)

　（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 198円68銭

　（注）１．本業績予想における為替レートは、１米ドル＝115円を前提としています。

２．当期実績（平成19年１月期）は、決算期の変更に伴い10ヶ月決算となっています。

　平成20年１月期の配当金の予想につきましては、上記の「次期の見通し」及び「次期の業績予想」に基づき、

次期も収益確保が見込まれますことから、中間配当金は１株当たり12円、期末配当金は１株当たり12円、年間配

当金は１株当たり24円を予定させていただきます。
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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３月期53.8％、平成18年３月期55.5％、平成19年１月期54.8％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、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）今後の設備投資に係る事項

　300mmウェーハの製品需要が想定どおりに拡大しなかった場合や製品需要の拡大に対して設備投資自体の遅れ、

また設備計画に係る工期の遅延等が生じた場合には、経営成績及び財政状態等に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。

(5）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、顧客である半導体メーカーの需要動向に合わせて微細化

や大径化の対応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場合があります。

(6）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、見通し等は、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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（財政状態）

キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度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、33億64百万円（前期比25億11百万円

増）となりました。

　なお、当期のフリー・キャッシュ・フローは、△５億91百万円となりました。

(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、181億88百万円となりました。

　主な要因は、税金等調整前当期純利益の151億21百万円、及び減価償却費の102億37百万円であります。

(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、△187億79百万円となりました。

　主な要因は、有形固定資産の取得の△203億24百万円であります。

(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、30億31百万円となりました。

　主な要因は、借入金の返済の△11億79百万円、及び少数株主への株式の発行による収入の46億64百万円であ

ります。

　（注）１.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〕

２.平成19年１月期は、決算期変更に伴い10ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりませ

ん。

　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。

第59期
平成16年３月期

第60期
平成17年３月期

第61期
平成18年３月期

第62期
平成19年１月期

自己資本比率（％） 24.2 26.4 28.4 30.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
43.9 33.2 84.2 113.6

債務償還年数（年） 4.1 2.6 2.3 1.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
15.6 29.7 41.0 50.7

※　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

（平成19年１月期は、決算期変更に伴い10ヶ月決算となっております。平成19年１月期については、営業

キャッシュ・フローを年額に換算するため、10で除した後、12倍しております。）

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、期末株価終値×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、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、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、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。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年１月31日）
対前年比

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)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   626   3,364   

２．受取手形及び売掛金   18,835   22,039   

３．有価証券   226   －   

４．たな卸資産   15,146   17,613   

５．繰延税金資産   1,003   1,028   

６．その他   3,879   3,129   

貸倒引当金   △43   △58   

流動資産合計   39,675 36.6  47,116 36.5 7,441

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※１，２  13,593   15,794   

(2）機械装置及び運搬具 ※１，２  36,204   42,020   

(3）土地 ※１  3,316   3,651   

(4）建設仮勘定   7,637   11,753   

(5）その他 ※１，２  467   478   

有形固定資産合計   61,220 56.6  73,698 57.1 12,478

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   877   908   

(2）その他   3   214   

無形固定資産合計   880 0.8  1,123 0.9 242

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   347   301   

(2）繰延税金資産   5,976   6,335   

(3）その他   186   395   

貸倒引当金   △4   △4   

投資その他の資産合計   6,506 6.0  7,027 5.5 521

固定資産合計   68,607 63.4  81,850 63.5 13,242

資産合計   108,282 100.0  128,966 100.0 20,683
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年１月31日）
対前年比

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)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   12,839   14,353   

２．短期借入金   23,162   22,883   

３．未払金   5,805   5,747   

４．未払法人税等   1,440   3,436   

５．賞与引当金   1,448   1,510   

６．役員賞与引当金   －   36   

７．設備関係支払手形   921   2,293   

８．その他   715   1,475   

流動負債合計   46,334 42.8  51,736 40.1 5,402

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   18,550   17,650   

２．退職給付引当金   4,713   5,109   

３．その他   81   148   

固定負債合計   23,345 21.6  22,908 17.8 △436

負債合計   69,679 64.4  74,645 57.9 4,965

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   7,831 7.2  － － －
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年１月31日）
対前年比

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)

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※４  11,636 10.7  － － －

Ⅱ　資本剰余金   12,824 11.8  － － －

Ⅲ　利益剰余金   6,140 5.7  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  120 0.1  － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定   50 0.1  － － －

Ⅵ　自己株式 ※５  △0 △0.0  － － －

資本合計   30,771 28.4  － － －

負債、少数株主持分及び
資本合計

  108,282 100.0  － － －

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金 ※４  － －  11,636 9.0 －

２．資本剰余金   － －  12,824 9.9 －

３．利益剰余金   － －  14,545 11.3 －

４．自己株式 ※５  － －  △0 △0.0 －

　　株主資本合計   － －  39,005 30.2 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  81 0.1 －

２．繰延ヘッジ損益   － －  △29 △0.0 －

３．為替換算調整勘定   － －  204 0.1 －

　　評価・換算差額等合計   － －  256 0.2 －

Ⅲ　少数株主持分   － －  15,058 11.7 －

純資産合計   － －  54,321 42.1 －

負債純資産合計   － －  128,966 100.0 －
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１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
（％）

Ⅰ　売上高   86,667 100.0  84,257 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  67,685 78.1  60,217 71.5

売上総利益   18,981 21.9  24,039 28.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１，２  10,011 11.5  9,860 11.7

営業利益   8,970 10.4  14,179 16.8

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  19   19   

２．為替差益  337   100   

３．持分法による投資利益  60   16   

４．その他  1,121 1,538 1.8 1,230 1,366 1.7

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  439   328   

２．その他  124 564 0.7 87 416 0.5

経常利益   9,945 11.5  15,128 18.0

Ⅵ　特別利益        

１．子会社株式売却益  －   197   

２．持分変動差益  28 28 0.0 51 248 0.2

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産廃却損  115   －   

２．減損損失 ※３ 108   －   

３．統合関連費用  － 223 0.3 256 256 0.3

税金等調整前当期純利
益

  9,749 11.2  15,121 17.9

法人税、住民税及び事
業税

 1,459   4,336   

法人税等調整額  280 1,739 1.9 △476 3,860 4.6

少数株主利益   △2,411 △2.8  △2,403 △2.8

当期純利益   5,598 6.5  8,857 10.5
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  

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）

区分
注記

番号
金額（百万円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   12,824

Ⅱ　資本剰余金期末残高   12,824

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   847

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  5,598 5,598

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  301  

２．役員賞与  3 305

Ⅳ　利益剰余金期末残高   6,140

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年１月31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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △211  △211

剰余金の配当   △241  △241

当期純利益   8,857  8,857

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計（百万円） － － 8,404 － 8,404

平成19年１月31日　残高　　（百万円） 11,636 12,824 14,545 △0 39,005

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）      △211

剰余金の配当      △241

当期純利益      857

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

△39 △29 154 86 7,226 7,312

連結会計年度中の変動額合計（百万円） △39 △29 154 86 7,226 15,717

平成19年１月31日　残高　　（百万円） 81 △29 204 256 15,058 54,321

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  9,749 15,121

減価償却費  12,681 10,237

減損損失  108 －

有形固定資産除却損  454 151

退職給付引当金の増加額  494 392

受取利息及び受取配当金  △22 △21

支払利息  439 328

有形固定資産売却損益  49 △39

投資有価証券売却益  △2 －

売上債権の増加額  △3,315 △3,128

たな卸資産の増加額  △3,642 △2,483

仕入債務の増加額  3,045 1,427

未払金の減少額  △302 △597

その他  △443 △616

小計  19,291 20,770

利息及び配当金の受取額  23 21

利息の支払額  △452 △358

法人税等の支払額  △330 △2,245

営業活動によるキャッシュ・フロー  18,532 18,188

－ 15 －



  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（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  △21,661 △20,324

有形固定資産の売却による収入  3,145 57

無形固定資産の取得による支出  △301 △395

投資有価証券の取得による支出  △3 △3

投資有価証券売却による収入  11 －

子会社株式の売却による収入  － 209

短期貸付金の減少額（純額）  501 1,944

その他投資の増加額（純額）  △28 △268

投資活動によるキャッシュ・フロー  △18,336 △18,779

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の減少額（純額）  △4,003 △1,179

長期借入れによる収入  8,550 3,300

長期借入金の返済による支出  △7,550 △3,300

配当金の支払額  △301 △452

少数株主への株式の発行による収入  2,179 4,664

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,126 3,031

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △37 71

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  △967 2,511

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,820 853

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 853 3,364
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１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.

連結子会社は次の３社であります。

SUMTECサービス㈱

FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION

SUMCO TECHXIV EUROPE N.V.

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

 

(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。

(2）持分法を適用していない関連会社

同左

３．連結子会社の事業年度等

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

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。

連結子会社のうち、SUMTECサービス㈱の決

算日は１月31日であり、また、

FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION

及びSUMCO TECHXIV EUROPE N.V.の決算日

は12月31日であります。連結財務諸表の作

成にあたっては、同決算日現在の財務諸表

を使用しております。ただし、連結決算日

までの期間に発生した重要な取引について

は連結上必要な調整を行っております。

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）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。）

イ．有価証券

(イ）　　──────

(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。）

(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（評価差額は全部純資産直

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

ロ．デリバティブ

時価法

ロ．デリバティブ

同左

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

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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

(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

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

(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

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。

ロ．賞与引当金

同左

ハ．　　────── ハ．役員賞与引当金

一部の連結子会社は、役員に対する賞

与の支給に備えるため、支給見込額に

基づく当連結会計年度負担額を計上し

ております。

ニ．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。

ニ．退職給付引当金

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

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

て計上しております。

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、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定及び少数株主持分に含

めて計上しております。

(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

(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。

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

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

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を一定割合以上に

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。

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。

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ．消費税等の会計処理の方法

税抜方式によっております。

イ．消費税等の会計処理の方法

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について連結会計年度中に確定した利益処

分に基づいて作成しております。

──────

７．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ヶ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

会計処理方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

（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。

──────

────── （役員賞与に関する会計基準）

　役員賞与については、従来は利益処分により利益剰余金

の減少として会計処理しておりましたが、当連結会計年度

より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４

号 平成17年11月29日）を適用し、発生した期間の費用と

して会計処理しております。この結果、従来の方法と比べ

て、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が36

百万円減少しております。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「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39,291百万

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年１月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

153,625百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

162,142百万円

※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。

建物及び構築物 518百万円

機械装置及び運搬具 1,015

その他有形固定資産 2

計 1,536

建物及び構築物 509百万円

機械装置及び運搬具 869

その他有形固定資産 2

計 1,381

　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 115百万円 ㈱サイマックス 57百万円

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式30,200,000株で

あります。

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式30,200,000株で

あります。

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式47株であ

ります。

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式47株であ

ります。
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１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。

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

給与手当 2,780百万円

研究開発費 2,360

運賃梱包費 1,792

減価償却費 272

賞与引当金繰入額 180

退職給付引当金繰入額 91

※２．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5,094百万円であります。

※２．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4,707百万円であります。

※３．減損損失

　当連結会計年度において、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

　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、将来キャッシュ・フローが著しく低い賃貸

用資産、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。

　３．　　　　　　 ──────
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年１月31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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
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

平成18年10月31日

取締役会
普通株式 241 8 平成18年９月30日 平成18年12月１日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（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19年４月24日

定時株主総会
普通株式 241  利益剰余金 8 平成19年１月31日 平成19年４月25日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

※　　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。

※　　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。

現金及び預金勘定 626百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資(有価証券)
226

現金及び現金同等物 853

現金及び預金勘定 3,364百万円

現金及び現金同等物 3,364

－ 23 －



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

前連結会計年度（平成18年３月31日）

　１．売買目的有価証券  

連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（百万円）

226 －

２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
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）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 71 273 201

(2）債券 － － －

 (3）その他 － － －

 小計 71 273 201

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

 (3）その他 － － －

 小計 － － －

合計 71 273 201

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

11 2 －

４．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）

その他有価証券  

非上場株式 55
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当連結会計年度（平成19年１月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
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）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 75 210 135

(2）債券 － － －

 (3）その他 － － －

 小計 75 210 135

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

 (3）その他 － － －

 小計 － － －

合計 75 210 135

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年１月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

－ － －

３．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）

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　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、主に退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を設けております。

　また、一部の在外連結子会社は当該国の公的な年金制度を利用しております。

２．退職給付債務に関する事項

  前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年１月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △5,527 △6,129  

(2）年金資産（百万円） 133 163  

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)（百万円） △5,394 △5,965  

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） 680 856  

(5）
連結貸借対照表計上額純額

 (3)＋(4)（百万円）
△4,713 △5,109  

(6）退職給付引当金（百万円） △4,713 △5,109  

３．退職給付費用に関する事項

  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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

(1）勤務費用（百万円） 398 310  

(2）利息費用（百万円） 116 91  

(3）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 79 70  

(4）その他（百万円） 0 △12  

(5）退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)（百万円) 595 459  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年１月31日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(2）割引率（％） 2.0 同左

(3）期待運用収益率（％） 0.0 同左

(4）過去勤務債務の処理年数 当連結会計年度に一括処理 同左

(5）数理計算上の差異の処理年数 翌連結会計年度より10年 同左
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⑤　税効果会計

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年１月31日）

(1）流動の部       

繰延税金資産       

賞与引当金限度超過額  535百万円  346百万円

たな卸資産評価損  207   205  

その他  259   456  

繰延税金資産小計  1,003   1,008  

繰延ヘッジ損益  －   19  

繰延税金資産合計  1,003   1,028  

       

(2）固定の部       

繰延税金資産       

減価償却費限度超過額  3,858   3,784  

退職給付引当金限度超過額  1,838   1,989  

台湾税制投資控除  1,305   －  

投資有価証券評価損  562   562  

その他  131   239  

繰延税金資産小計  7,695   6,575  

評価性引当額  △1,638   △187  

繰延税金資産合計  6,057   6,388  

繰延税金負債       

その他有価証券評価差額金  △80   △53  

繰延税金負債合計  △80   △53  

繰延税金資産の純額  5,976   6,335  

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内訳

 
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年１月31日）

連結財務諸表提出会社の法定実効税率  40.1％   40.1％  

（調整）評価性引当額増減  △11.2％   △8.7％  

海外子会社の税率差異  △7.8％   △5.4％  

法人税等の特別控除  △2.8％   △3.3％  

海外子会社留保金課税  －   2.3％  

その他  △0.5％   0.5％  

税効果会計適用後の法人税等の負担率  17.8％   25.5％  
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日至平成

19年１月31日）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

　最近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。

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）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

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

営業利益 4,689 13 3,866 8,568 402 8,970

Ⅱ　資産 83,008 1,310 25,601 109,921 (1,638) 108,282

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年１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）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高
68,129 3,713 12,413 84,257 － 84,257

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,876 － 4,047 9,924 (9,924) －

計 74,006 3,713 16,461 94,182 (9,924) 84,257

営業費用 64,018 3,702 12,506 80,227 (10,148) 70,078

営業利益 9,988 11 3,955 13,955 223 14,179

Ⅱ　資産 91,424 1,284 39,523 132,231 (3,265) 128,966

　（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．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。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、次のとおりであり、主なものは当社での余資運

用資金（短期貸付金）、長期投資資金（出資金）に係る資産等であります。

全社資産の金額　　前連結会計年度　　1,259百万円

当連結会計年度　　　　8百万円
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ｃ．海外売上高

　最近２連結会計年度の海外売上高は次のとおりであります。

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

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年１月31日）

 北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 14,866 5,863 25,427 46,158

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 84,257

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
17.6 7.0 30.2 54.8

　（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）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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⑦　関連当事者との取引

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）親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社 ㈱小松製作所
東京都

港区
70,120

建設機械等

の製造販売

（被所有）

直接 62.0％

間接　0.6％

 計　62.6％

兼任

２名

融資関

係

資金の貸付 24,597
短期貸付

金
1,250

受取利息 7 － －

建物の賃借 74 前払費用 6

共同研究 160 未払金 80

(2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

の子会

社

コマツビジネ

スサポート㈱

東京都

港区
20

資金運用調

達、グルー

プ内金融、

経営コンサ

ルティング

なし なし
融資関

係

資金の貸付 9,649 － －

受取利息 2 － －

コマツシリコ

ンアメリカ㈲

米国オ

レゴン

州

百万米ドル

535

シリコン

ウェーハの

販売

なし
兼任

２名

当社製

品の販

売会社

当社製品の

販売
15,512 売掛金 2,776

　（注）　取引条件ないし取引条件の決定方針等

１．価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

２．取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

－ 30 －



当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年１月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社 ㈱SUMCO
東京都

港区
114,107

シリコン

ウェーハの

製造販売

　51.1％
兼任

５名
親会社

ソフト保守

サービス・

建物の賃借

11 前払費用 9

(2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

の子会

社

ジャパンスー

パークォーツ

㈱

秋田県

秋田市
300

高純度石英

ルツボの製

造販売

なし なし
貯蔵品

仕入先
貯蔵品購入 783 買掛金 89

　（注）　取引条件ないし取引条件の決定方針等

１．価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

２．取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

　平成18年６月14日に、当社親会社の株式会社小松製作所

（コマツ）と株式会社SUMCO（SUMCO）は、SUMCOが当社の

発行済み株式総数の51％（15,402,000株）を取得するため

に公開買付け（TOB）を実施し、コマツがその保有するす

べての当社株式（発行済み株式総数の61.93％、18,702,900

株）をもってこれに応募する事に関して基本合意書を締結

しました。

　今後、本基本合意書の内容に沿って、関係各社は協力し

ながら、買収監査の実施、関係各国の企業結合審査当局の

承認等の取得、その他必要な手続きを進め、その後、コマ

ツとSUMCOの両社間で公開買付けに関する契約を締結する

予定です。

──────
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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

 （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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

前年同期比（％） 前年同期比（％）

シリコンウェーハ（百万円） 69,426 15.9 62,753 －

その他（百万円） － － － －

合計（百万円） 69,426 15.9 62,753 －

　（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。

３．平成19年１月期は、決算期変更に伴い10ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりませ

ん。

(2）受注の状況

受注実績

 （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（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 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

 （端数切り捨て）

事業区分

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

シリコンウェーハ 81,366 － 7,613 △14.5

その他 1,598 － 0 0.0

合計 82,964 － 7,613 △14.5

　（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．平成19年１月期は、決算期変更に伴い10ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりませ

ん。

－ 32 －



(3）販売の状況

販売実績

 （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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

前年同期比（％） 前年同期比（％）

シリコンウェーハ（百万円） 85,123 15.2 82,659 －

その他（百万円） 1,544 47.7 1,598 －

合計（百万円） 86,667 15.7 84,257 －

　（注）１．前連結会計年度及び当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。

 （端数切り捨て）

相手先

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

コマツシリコンアメリカ（有） 15,512 17.9 14,863 17.6

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．平成19年１月期は、決算期変更に伴い10ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりませ

ん。
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