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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

21年3月期 9,428 △23.9 △1,628 ― △1,870 ― △2,440 ―

20年3月期 12,383 ― 485 ― 270 ― 226 ―

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 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △31,038.78 ― △46.3 △8.1 △17.3

20年3月期 2,876.44 2,864.02 3.4 1.1 3.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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

21年3月期 22,112 3,963 17.7 49,783.99
20年3月期 24,108 6,643 27.5 84,290.01

（参考） 自己資本   21年3月期  3,914百万円 20年3月期  6,627百万円

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

21年3月期 △544 △1,100 1,940 928
20年3月期 148 △1,876 1,990 683

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00 235 104.3 3.6
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

2,130 △64.7 △2,170 ― △2,300 ― △2,440 ― △31,034.57

通期 6,300 △33.2 △1,950 ― △2,220 ― △2,600 ― △33,069.62
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は21ページ「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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 78,622株 20年3月期 78,622株

② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

21年3月期 9,114 △24.1 △1,525 ― △1,791 ― △2,447 ―

20年3月期 12,010 △5.3 491 △59.1 279 △75.2 245 △58.5

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △31,129.66 ―

20年3月期 3,125.34 3,111.84

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

21年3月期 21,992 3,964 18.0 50,422.58
20年3月期 23,733 6,647 28.0 84,552.24

（参考） 自己資本 21年3月期  3,964百万円 20年3月期  6,647百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、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、業績に関する事項は、３ページ「(1)経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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 ①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、米国大手証券会社の破綻をきっかけとした世界的金融危機

の影響を受け、景気が急速に落ち込みました。円高・株安が進行し、企業収益が悪化したことにより設

備投資の需要も大きく冷え込んだほか、個人消費につきましても、雇用不安の高まりによる消費者心理

の悪化が続くなか、低迷を続けました。  

 当社グループに関連する各業界の状況といたしましては、以下のとおりであります。  

 構造セラミックス事業部門の主要顧客である半導体製造装置業界は、ＤＲＡＭやフラッシュメモリー

等の半導体メモリー価格の下落低迷により、半導体メーカーの設備投資抑制の動きが強まっていたとこ

ろ、世界的な景気悪化により、前年度に増して厳しい受注状況が続きました。  

 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、消費者

心理の悪化に伴い、携帯電話、デジタルカメラ等の個人消費が低迷し、低調に推移いたしました。  

 ＭＭＣ（Metal Matrix Composites 金属基複合材）事業部門の主要顧客である液晶製造装置業界

は、前年度後半より各パネルメーカーの設備投資計画が見直されたことにより受注状況が好転し、前年

度に比べ大幅に販売高を伸ばすものと期待されていましたが、世界的な景気悪化により年度後半からは

急速に低迷しました。  

 以上のような業界状況のもと、当連結会計年度における売上高は、前年度を大きく下回る結果とな

り、9,428,232千円（前年同期比23.9％減）となりました。これは特に、主力事業である構造セラミッ

クス事業部門に関して、前述の半導体製造装置業界の受注状況が悪化したことに伴い、部品メーカーで

ある当社の受注高・販売高も大きく減少したことが影響しております。また、世界的経済不安・雇用情

勢不安により、個人消費が冷え込んだことが、携帯電話やデジタルカメラ等の需要低迷の要因となり、

デジタル家電製品に対する部品供給メーカーとしてこれまで順当に業績を伸ばしてきた当社圧電セラミ

ックス事業部門におきましても、売上高の減少という影響を引き起こすことになりました。このような

厳しい状況に対処するため、営業政策としては、これまで特化してきたＩＴ関連分野以外の分野へも積

極的に営業展開を行い事業の安定化を図るとともに、全体の売上高減少に伴う利益減少を食い止めるべ

く、人員配置の適正化や人件費の見直し、生産性の向上・効率化とコスト削減を徹底して推し進めまし

たが、半導体製造装置市場の急激な縮小による売上高減少の影響を補いきれず、営業損失は1,628,700

千円（前年同期は営業利益485,294千円）、経常損失は1,870,688千円（前年同期は経常利益270,454千

円）となりました。また、当連結会計年度の業績を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を再検討した結

果、法人税等調整額546,265千円を計上し、当期純損失は2,440,330千円（前年同期は当期純利益

226,151千円）となりました。  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、各数値のセグメント間取引につい

ては、売上高は相殺消去後、営業損失は相殺消去前となっております。  

 構造セラミックス事業部門では、主力製品である半導体製造装置向け部品の価格下落や景気悪化によ

る受注減少により売上高を大幅に減少させました。この状況に対処すべく、耐磨耗産業機械部品・化学

プラント向け製品等、ＩＴ関連以外の分野での市場開拓を進めましたが、事業部門全体の売上高減少を

補うまでには至りませんでした。この結果、当該事業の売上高は5,306,196千円（前年同期比35.3％

減）、営業損失は1,310,383千円（前年同期は営業利益755,778千円）となりました。  

 圧電セラミックス事業部門は、景気悪化に伴う個人消費の急速な冷え込みにより、携帯電話、デジタ

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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ルカメラ等の需要が低迷し、これら電子通信機器やエレクトロニクス製品を主要な部品供給先の一つ

としている当該事業も前年度に比べ大幅な減収を余儀なくされることとなりました。この結果、当該事

業の売上高は1,687,042千円（前年同期比27.7％減）、営業損失は145,749千円（前年同期は営業利益

116,198千円）となりました。  

 ＭＭＣ事業部門は、年度前半は液晶パネルメーカーの設備投資需要が好調に推移したため、部品メー

カーである当社の受注状況も回復基調にありましたが、年度後半からの世界的経済危機に伴い、受注状

況が急速に悪化したことにより、前年実績は上回ったものの低調な伸びに留まりました。この結果、当

該事業の売上高は2,434,994千円（前年同期比32.1％増）、営業損失は153,344千円（前年同期は営業損

失375,943千円）となりました。  

         

 
  

  事業の種類別セグメントの売上高は、下記のとおりであります。

 (単位：千円)

事業の種類別セグメントの名称 製品

当連結会計年度

（自 平成20年４月１日

   至 平成21年３月31日）

売上高 比率(％)

構造セラミックス

半導体・液晶
2,782,486 29.5

製造装置部品

静電チャック・溶射
1,414,236 15.0

洗浄再生

機械部品
902,901 9.6

耐磨耗部品

その他 206,571 2.2

圧電セラミックス

圧電アクチュエータ 835,119 8.9

圧電トランス
851,922 9.0

圧電発音体 他

ＭＭＣ
半導体・液晶

2,434,994 25.8
製造装置部品 他

合計 9,428,232 100.0

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。
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 ②次期の見通し 

構造セラミックス事業につきましては、当社グループの主要顧客である半導体製造装置メーカーの受

注が、半導体メーカーの設備投資の低調を受け、対前年比大幅減少で推移している状況が続いており、

当社グループの売上高はさらに減少する見通しであります。しかしながら、半導体メーカーの操業度は

一部に持ち直しの兆しがある等、現状がボトムであり、年度後半には回復に向かうものと見込んでおり

ます。また、半導体製造装置用部品の補修再生事業を拡大させるとともに、耐磨耗部品等の産業機械分

野や太陽電池等の新エネルギー分野への参入を図ってまいります。  

 圧電セラミックス事業につきましては、携帯電話用関連、デジタルカメラ用関連部品が、昨年度後半

より、大幅な在庫調整に入っており、影響は避けられない見通しであります。  

 ＭＭＣ事業につきましては、主力である液晶製造装置向け部品が、パネルメーカーの設備投資の延

期・中止の影響を受け、大幅に減少する見通しであります。  

 一方、利益面につきましては、人員削減・人員配置の適正化・賃金カット等を含む人件費の見直しを

継続していきます。また、生産性向上と製造コストの低減を図り、さらに全工程のリードタイム短縮に

よる短納期対応により競合先との差別化を図るとともに、仕入販売品の内製化率向上を目指す等、損益

分岐点の引下げに努力してまいります。しかしながら、次期につきましては、売上減少に伴う利益減を

カバーするまでには至らず、赤字決算となる見通しであります。  

  

      事業の種類別セグメントの見通しは、以下の通りであります。 

   平成22年３月期（通期）連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）  

 
 (注) セグメント間取引については、相殺消去しております。 

       

  平成22年３月期（第２四半期連結累計期間）連結業績予想（平成21年４月１日～平成21年９月30日） 

 
 (注) セグメント間取引については、相殺消去しております。 

  

 構造セラミックス
（千円）

圧電セラミックス
（千円）

ＭＭＣ
（千円）

連 結 
（千円）

  売上高 4,200,000 1,200,000 900,000 6,300,000

  営業利益 △560,000 △390,000 △1,000,000 △1,950,000

 構造セラミックス
（千円）

圧電セラミックス
（千円）

ＭＭＣ
（千円）

連 結 
（千円）

  売上高 1,450,000 500,000 180,000 2,130,000

  営業利益 △1,060,000 △310,000 △800,000 △2,170,000
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 〈資産〉 

当連結会計年度末における資産合計は、22,112,687千円（前年同期比1,996,241千円減）となりまし

た。 

 流動資産は、11,633,605千円（前年同期比1,552,160千円減）となりました。この減少は、主に売上

減少により、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。 

 固定資産は、10,479,081千円（前年同期比444,081千円減）となりました。この減少は、主に繰延税

金資産を全額取崩したことによるものであります。 

 〈負債〉 

当連結会計年度末における負債合計は、18,148,894千円（前年同期比683,713千円増）となりまし

た。 

 流動負債は、12,750,259千円（前年同期比631,315千円増）となりました。この増加は、主に短期借

入金が2,200,000千円増加したのに対し、仕入の減少等により、支払手形及び買掛金が1,314,427千円減

少したことによるものであります。 

 固定負債は、5,398,634千円（前年同期比52,398千円増）となりました。この増加は、主にリース債

務が増加したことによるものであります。 

 〈純資産〉 

当連結会計年度末における純資産合計は、3,963,792千円（前年同期比2,679,955千円減）となりまし

た。この減少は、主に当期純損失を計上したことによるものであります。       

  

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下資金という)は、営業活動による資金の支出

544,511千円、投資活動による資金の支出1,100,703千円があったものの、財務活動による資金の獲得

1,940,510千円により、928,056千円（対前年同期比245,034千円増）となりました。 

  当連結会計年度のキャッシュ・フローの状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 

営業活動の結果支出した資金は、544,511千円となりました。  

 これは主に、税金等調整前当期純損失1,910,329千円と仕入債務の減少額1,278,674千円があった

ことに対し、減価償却費1,161,063千円と売上債権の減少額1,703,161千円が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 

   投資活動の結果支出した資金は、1,100,703千円となりました。 

   これは主に、有形固定資産の取得による支出が917,367千円あったことによるものであります。 

Ｃ. 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果獲得した資金は、1,940,510千円となりました。  

 これは主に、短期借入金の純増加額2,200,000千円と長期借入れによる収入が1,700,000千円あっ

たことに対し、長期借入金の返済による支出が1,752,142千円あったことによるものであります。 

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率            ： 自己資本／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 

  

(注)１ 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(注)２ 株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数により計算しております。 

(注)３ 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。 

(注)４ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、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」及び「利息の支払額」を使用しております。 

(注)５ 平成21年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業活動によるキ 

    ッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

           

  

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しており

ます。 

 内部留保資金につきましては、経営環境の激しい変化に対応すべく、生産設備並びに技術開発活動に

活用するとともに、今後の事業発展に向け、有効に活用してまいります。 

 当期の配当につきましては、当期純損失を計上したため、誠に遺憾ながら、期末配当を無配とさせて

いただく予定です。 

 また、次期におきましても当期純損失を計上する見通しであるため、無配とさせていただく予定で

す。 

 株主の皆様には、深くお詫びを申し上げますとともに、今後復配を目指し、利益を計上するべく、人

員体制・生産体制を抜本的に見直す等、損益分岐点の引下げに全力を尽くしてまいりますので、引続

き、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

  

  

平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(%) 27.5 17.7

時価ベースの自己資本比率(%) 32.3 9.9

債務償還年数(年) 94.1 ─

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 0.9 ─

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 ① 事業内容について 

当社グループ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。当社グループ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。  

 これらの事業部門のうち、構造セラミックス事業部門の構成比が高くなっており、当社グループの経

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。  

   

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・液晶製造メーカーであり、当社グループの製品はこれら

ユーザーの装置に組み込まれて使用されております。  

 売上高に占める半導体・液晶製造装置部品の売上高比率は平成21年３月期：55.3%であり、半導体・

液晶製造装置業界への販売依存度が高くなっております。  

 このため当社グループ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、当社グルー

プ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。  

 当社グループは半導体・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。  

 また当社グループは、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、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、当社グループ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 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 

当社グループが製品を販売・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、当社グループ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

(4) 事業等のリスク
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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、当社グループ事業の発展に貢献すると考えているためでありま

す。  

 当社グループ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

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。  

 当社グループは今後も研究開発、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、当社グループの製品が顧客に受け入れられなかった場合

には、当社グループの事業、経営成績に影響を及ぼす恐れがあります。 

    

④ 知的財産権について 

当社グループ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、当社グループ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。また当社グループの研究開発を超える優れた研究開発により、当社グループの特許が淘

汰されるリスクは常に存在しております。  

 仮に当社グループの研究開発を超える優れた研究開発がなされた場合、当社グループの事業戦略や経

営成績に重大な影響を及ぼす恐れがあります。  

 また、新製品や新技術の投入にあたっては、知的財産権に係わる充分な調査を行っておりますが、侵

害したものとして訴訟等を提起されるリスクは常に存在しております。  

   

⑤ 海外の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、平成15年５月、シンガポールにONC

Technology Pte.Ltdを合弁で設立し、株式の39.0%を保有しております。また、平成20年２月、台湾に

誼特科技股份有限公司を合弁で設立し、株式の51.0%を保有しております。  

 両社は、現地においてセラミックス部品の洗浄再生事業を行っておりますが、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。  

   

⑥ 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。  
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⑦ 借入金への依存度について 

当社は、事業拡大のための設備投資を積極的に実施しており、金融機関からの借入金で資金調達をし

ております。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、当社グル

ープの業績は影響を受ける恐れがあります。 

  

⑧ 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、平成17年８月には

マグニチュード7.2の地震がありました。また、 近では平成20年６月に震度６強を記録した岩手・宮

城内陸地震がありました。  

 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、当社グループが受ける影響は甚

大なるものになる恐れがあります。  

  

⑨ ＭＭＣ事業について 

ＭＭＣ事業は、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、当社グループの売上高が変動する可能性があります。 

     

⑩ ＭＭＣ事業部門における新製造方法による製造について 

現在、ＭＭＣ事業部門では新製造方法（加圧浸透法）によるＭＭＣ材料の製造を行うため、サンプル

品を製造しております。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、当社グループの

業績に影響する恐れがあります。  

  

⑪ ＭＭＣ材料の用途開発について 

ＭＭＣ材料は軽量で高強度・高剛性かつ高熱伝導性に優れている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、中期的な当社グループの成長に影響する恐れがあります。 
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当社グループの当連結会計年度における売上高は9,428,232千円と前連結会計年度と比べ23.9％の減

収となっております。その結果、営業損失1,628,700千円、経常損失1,870,688千円、当期純損失

2,440,330千円を計上しております。また、当連結会計年度の営業キャッシュ・フローも△544,511千円

と大幅なマイナスとなっております。当該状況より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

状況が存在しております。  

 当該状況は、シリコンサイクルの下降局面と世界的な信用収縮とが重なった影響であると考えてお

り、来年度は更に売上高が減少するとの予測を立てております。  

 当社は、当該状況を解消し又は改善すべく、原材料・製造方法・加工方法の見直しなどにより、生産

性向上と製造コストの低減を図ってまいります。さらに全工程のリードタイム短縮による短納期対応に

より競合先との差別化を図るとともに、仕入販売品の内製化率向上を目指してまいります。また、現在

の市場規模でも対応できるように、大幅な人員削減を実施することを計画しております。  

    

近の有価証券報告書（平成20年６月23日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会

社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

   

   

(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標につきましては、平成20年３月期 中間決算短信

（平成19年11月９日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

   http://www.ceratech.co.jp 

 （東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)） 

    http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

当社グループ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、 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。当社グループ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。  

<構造セラミックス事業部門> 

① 半導体・液晶製造装置部品事業の安定化  

 当社グループの売上高に占める構造セラミックス事業部門の割合は依然として高く、当社グループの

(5) 継続企業の前提に関する重要な事象等

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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基幹事業と位置付けています。主要顧客である半導体・液晶製造装置メーカーの装置受注動向は変動

が激しいことが知られておりますが、当社構造セラミックス事業部門の売上高はその影響を受けること

が大きく、これが当社グループ全体の業績を不安定化させる要因となっております。  

 この課題に対処するため、従来から進めてまいりました半導体製造装置用部品の補修再生事業をさら

に拡大させるとともに、国内市場のみでは限界があるため、当社グループ会社及び協力会社のネットワ

ークを駆使し、韓国、台湾、シンガポールなどへ積極展開を行い、構造セラミックス事業部門の売上高

の安定化を図ってまいります。  

② ＩＴ関連分野以外への営業強化  

 従来以上に大手半導体製造装置メーカーへの営業展開を強化するとともに、未開拓の半導体製造装置

メーカーへの横展開を図ってまいります。さらに今後は、当社グループ会社との連携強化により耐磨耗

部品等の産業機械分野や、太陽電池などの新エネルギー、環境、省エネ分野等、シリコンサイクルの影

響を受けない分野について積極的に拡大を図り、事業の安定化を目指してまいります。特に当該分野の

国内展開は勿論のこと、海外への展開を積極的に行い、事業の拡大を行ってまいります。  

③ 生産性及び生産技術の向上  

 生産性向上と製造コストの低減を図り、さらに全工程のリードタイム短縮による短納期対応により競

合先との差別化を図るとともに、仕入販売品の内製化率向上を目指してまいります。また、より高付加

価値なセラミックス製品市場の拡大を目指し、既存の高精度加工技術をより高度化する等、生産技術の

向上を図ってまいります。  

④ 新製品開発の強化と新事業の創造  

 次世代半導体製造装置に対応する新材料、新製品、新技術の研究開発を進めるとともに、セラミック

ス機能膜のラインナップを増やす等、新製品の開発を行ってまいります。また、太陽電池等の省エネに

かかわる事業をはじめとする、新規分野への営業を展開するため、新材料、新製品の研究開発も併せて

推進してまいります。   

<圧電セラミックス事業部門> 

① デジタル家電への対応  

 デジタルカメラ等積層技術を活かした圧電アクチュエータ、超音波モータ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サイクルも非常に短くなっております。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。  

② 多用途化への対応  

 エレクトロニクス分野だけではなく、自動車をはじめとする各産業分野で使われている圧電セラミッ

クセンサの開発、既存製造工程での製造技術確立を図ってまいります。  

③ 標準製品ラインナップの拡充  

 多様な顧客のニーズに応えられるように、当社標準品のラインナップを拡充し、納期を含めた顧客満

足度の更なる向上を目指してまいります。  

<ＭＭＣ事業部門> 

① 新製法ＭＭＣへの転換  

 当社グループにおいて開発した新製法ＭＭＣは、従来の製品に比べ緻密性に優れ、液晶製造装置向け

だけではなく、半導体製造装置向けやハイエンド工作機械向け等、新しい分野への展開が可能なもので

あります。従来の製法によるＭＭＣを順次新製法のＭＭＣへ変更し、納期短縮、コスト削減、品質の安
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定化を図ってまいります。  

② 高熱伝導性を活かした新分野への展開  

 当社グループのＭＭＣは、軽量でかつ剛性の高い特徴的な材料であり、特に大型でかつ軽量化を求め

られる材料として液晶製造装置向けに展開してまいりました。今後、ＭＭＣのもうひとつの大きな特徴

である高熱伝導性を活かした新製法ＭＭＣで、ＬＥＤ（発光ダイオード）を始めとする放熱基板市場等

の新規産業分野への事業展開を図ることにより、新規顧客の開拓による事業拡大を目指してまいりま

す。  

  

① 財務体質の改善 

当社グループは、当連結会計年度の業績悪化により純資産が減少し、自己資本比率が低下しまし

た。また、過年度に行った設備投資資金のための借入による有利子負債残高も、経営に対するリスク

増加要因となっております。当社グループは、早期に業績を回復するとともに、利益捻出と資産効率

化により財務体質の改善を進めてまいります。 

② 経営体質の改善 

当社グループは、シリコンサイクルの下降局面と世界的な信用収縮とが重なった影響を受け、受注

環境が大きく悪化しております。これに対応するべく、人員削減・人員配置の適正化・賃金カット等

を含む人件費の見直しを行っております。また、生産性向上と製造コストの低減を図り、さらに全工

程のリードタイム短縮による短納期対応により競合先との差別化を図るとともに、仕入販売品の内製

化率向上を目指してまいります。一方、受注を安定化させるために、半導体製造装置用部品の補修再

生事業を強化するとともに、半導体・液晶製造装置業界への依存度を下げるため、耐磨耗部品等の産

業機械分野や、太陽電池等の新エネルギー分野への展開を図ってまいります。  

   

該当事項はありません。 

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 683,021 928,056 

受取手形及び売掛金 3,785,141 2,064,843 

たな卸資産 8,293,548 － 

商品及び製品 － 4,192,753 

仕掛品 － 3,454,311 

原材料及び貯蔵品 － 811,480 

繰延税金資産 276,886 － 

その他 149,885 211,653 

貸倒引当金 △2,717 △29,493 

流動資産合計 13,185,765 11,633,605 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 4,477,516 4,652,427 

減価償却累計額 △1,478,366 △1,670,618 

建物及び構築物（純額） 2,999,149 2,981,808 

機械装置及び運搬具 8,684,732 9,260,570 

減価償却累計額 △3,482,543 △4,199,718 

機械装置及び運搬具（純額） 5,202,188 5,060,852 

土地 1,707,394 1,707,394 

リース資産 － 99,747 

減価償却累計額 － △30,892 

リース資産（純額） － 68,854 

建設仮勘定 256,376 218,782 

その他 844,686 889,912 

減価償却累計額 △648,394 △730,486 

その他（純額） 196,292 159,426 

有形固定資産合計 10,361,402 10,197,118 

無形固定資産 

のれん 10,193 － 

その他 96,297 111,119 

無形固定資産合計 106,490 111,119 

投資その他の資産 

投資有価証券 87,122 117,005 

長期貸付金 51,658 41,496 

繰延税金資産 269,378 － 

その他 57,727 96,728 

貸倒引当金 △10,617 △84,387 

投資その他の資産合計 455,270 170,842 

固定資産合計 10,923,163 10,479,081 

資産合計 24,108,928 22,112,687 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,972,637 658,210 

短期借入金 7,500,000 9,700,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,717,142 1,655,004 

リース債務 － 34,648 

未払法人税等 66,874 7,004 

未払消費税等 21,832 5,447 

賞与引当金 266,475 119,170 

その他 573,982 570,774 

流動負債合計 12,118,944 12,750,259 

固定負債 

長期借入金 4,737,399 4,747,395 

リース債務 － 36,672 

退職給付引当金 539,907 614,567 

役員退職慰労引当金 68,930 － 

固定負債合計 5,346,236 5,398,634 

負債合計 17,465,181 18,148,894 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,826,521 1,826,521 

資本剰余金 1,979,355 1,979,355 

利益剰余金 2,820,903 144,706 

株主資本合計 6,626,780 3,950,583 

評価・換算差額等 

為替換算調整勘定 268 △36,466 

評価・換算差額等合計 268 △36,466 

少数株主持分 16,698 49,675 

純資産合計 6,643,747 3,963,792 

負債純資産合計 24,108,928 22,112,687 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 12,383,603 9,428,232 

売上原価 9,859,888 9,079,068 

売上総利益 2,523,714 349,163 

販売費及び一般管理費 2,038,420 1,977,864 

営業利益又は営業損失（△） 485,294 △1,628,700 

営業外収益 

受取利息 909 1,014 

資産賃貸収入 39,353 － 

不動産賃貸料 － 41,845 

技術指導料 6,857 6,337 

その他 3,458 6,435 

営業外収益合計 50,578 55,632 

営業外費用 

支払利息 166,510 194,109 

売上割引 8,613 4,617 

為替差損 74,433 16,170 

資産賃貸費用 12,762 － 

不動産賃貸費用 － 15,322 

貸倒引当金繰入額 － 45,730 

その他 3,098 21,669 

営業外費用合計 265,418 297,619 

経常利益又は経常損失（△） 270,454 △1,870,688 

特別利益 

前期損益修正益 － 9,178 

固定資産売却益 － 5,587 

受取助成金 70,608 43,520 

賞与引当金戻入額 － 50,280 

役員退職慰労引当金戻入額 － 21,290 

受取損害賠償金 － 22,801 

特別利益合計 70,608 152,658 

特別損失 

固定資産売却損 1,332 － 

固定資産処分損 13,385 34,405 

減損損失 － 6,795 

関係会社株式評価損 － 26,363 

工場移転費用 － 75,413 

子会社本社移転費用 4,718 － 

貸倒損失 － 49,321 

特別損失合計 19,436 192,299 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

321,627 △1,910,329 

法人税、住民税及び事業税 239,333 11,874 

法人税等調整額 △143,857 546,265 

法人税等合計 95,475 558,139 

少数株主損失（△） － △28,138 

当期純利益又は当期純損失（△） 226,151 △2,440,330 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,826,420 1,826,521 

当期変動額 

新株の発行 100 － 

当期変動額合計 100 － 

当期末残高 1,826,521 1,826,521 

資本剰余金 

前期末残高 1,979,254 1,979,355 

当期変動額 

新株の発行 100 － 

当期変動額合計 100 － 

当期末残高 1,979,355 1,979,355 

利益剰余金 

前期末残高 2,830,611 2,820,903 

当期変動額 

剰余金の配当 △235,860 △235,866 

当期純利益又は当期純損失（△） 226,151 △2,440,330 

当期変動額合計 △9,708 △2,676,196 

当期末残高 2,820,903 144,706 

株主資本合計 

前期末残高 6,636,287 6,626,780 

当期変動額 

新株の発行 201 － 

剰余金の配当 △235,860 △235,866 

当期純利益又は当期純損失（△） 226,151 △2,440,330 

当期変動額合計 △9,506 △2,676,196 

当期末残高 6,626,780 3,950,583 

評価・換算差額等 

為替換算調整勘定 

前期末残高 － 268 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

268 △36,735 

当期変動額合計 268 △36,735 

当期末残高 268 △36,466 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 － 268 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

268 △36,735 

当期変動額合計 268 △36,735 

当期末残高 268 △36,466 

㈱日本セラテック（5345）平成21年３月期 決算短信

－17－



(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

少数株主持分 

前期末残高 － 16,698 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,698 32,976 

当期変動額合計 16,698 32,976 

当期末残高 16,698 49,675 

純資産合計 

前期末残高 6,636,287 6,643,747 

当期変動額 

新株の発行 201 － 

剰余金の配当 △235,860 △235,866 

当期純利益又は当期純損失（△） 226,151 △2,440,330 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,967 △3,758 

当期変動額合計 7,460 △2,679,955 

当期末残高 6,643,747 3,963,792 

㈱日本セラテック（5345）平成21年３月期 決算短信

－18－



(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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又は税金等調整前当期
純損失（△） 

321,627 △1,910,329 

減価償却費 1,154,023 1,161,063 

減損損失 － 6,795 

のれん償却額 3,397 3,397 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,370 100,546 

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,349 △147,304 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 74,316 74,660 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,050 △68,930 

受取利息及び受取配当金 △909 △1,014 

支払利息 166,510 194,109 

為替差損益（△は益） 8,568 △841 

固定資産売却損益（△は益） 1,332 △5,587 

固定資産処分損益（△は益） 13,385 34,405 

受取損害賠償金 － △22,801 

工場移転費用 － 75,413 

関係会社株式評価損 － 26,363 

売上債権の増減額（△は増加） 176,328 1,703,161 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,057,603 △168,624 

仕入債務の増減額（△は減少） △271,614 △1,278,674 

未払又は未収消費税等の増減額 117,051 △23,541 

その他 12,316 △36,713 

小計 694,959 △284,447 

利息及び配当金の受取額 909 1,014 

利息の支払額 △162,662 △200,052 

損害賠償金の受取額 － 55,446 

工場移転による支出 － △65,785 

法人税等の支払額 △384,964 △50,686 

営業活動によるキャッシュ・フロー 148,242 △544,511 

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 △1,850,386 △917,367 

有形固定資産の売却による収入 500 5,654 

無形固定資産の取得による支出 △25,620 △39,607 

投資有価証券の取得による支出 △40,000 △60,000 

投資有価証券の売却による収入 23,350 － 

貸付けによる支出 － △95,728 

貸付金の回収による収入 11,279 5,928 

その他 4,301 417 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,876,576 △1,100,703 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 2,200,000 

長期借入れによる収入 3,800,000 1,700,000 

長期借入金の返済による支出 △1,690,036 △1,752,142 

リース債務の返済による支出 － △31,914 

配当金の支払額 △235,944 △236,187 

少数株主からの払込みによる収入 16,698 61,114 

その他 △159 △360 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,990,558 1,940,510 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,270 △50,260 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 251,953 245,034 

現金及び現金同等物の期首残高 431,068 683,021 

現金及び現金同等物の期末残高 683,021 928,056 
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当社グループの当連結会計年度における売上高は9,428,232千円と前連結会計年度と比べ23.9％の減

収となっております。その結果、営業損失1,628,700千円、経常損失1,870,688千円、当期純損失

2,440,330千円を計上しております。また、当連結会計年度の営業キャッシュ・フローも△544,511千円

と大幅なマイナスとなっております。当該状況より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

状況が存在しております。  

 当該状況は、シリコンサイクルの下降局面と世界的な信用収縮とが重なった影響であると考えてお

り、来年度は更に売上高が減少するとの予測を立てております。  

 当社は、当該状況を解消し又は改善すべく、原材料・製造方法・加工方法の見直しなどにより、生産

性向上と製造コストの低減を図ってまいります。さらに全工程のリードタイム短縮による短納期対応に

より競合先との差別化を図るとともに、仕入販売品の内製化率向上を目指してまいります。また、現在

の市場規模でも対応できるように、大幅な人員削減を実施することを計画しております。  

 しかしながら、生産性向上と製造コストの低減は進めている途上であり、希望退職の募集も開始して

から間もないため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。  

 なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響を連結財務諸表に反映しておりません。 

 希望退職者募集の概要につきましては、重要な後発事象に関する注記をご参照願います。 

      

  

近の有価証券報告書（平成20年６月23日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略し

ます。 

      

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】
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（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日公表分）を適用しております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益が175,363千円減少し、営業損失、経常

損失及び税金等調整前当期純損失が175,363千円それぞれ増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

      

（リース取引に関する会計基準等の適用） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。  

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（連結貸借対照表） 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに

伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されたものは、当連結会計年度から「商品及

び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ3,910,563千円、3,592,415千円、790,569千円であります。 

       

（損益計算書） 

前連結会計年度まで「資産賃貸収入」として表示しておりましたが、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に

伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より「不動産賃貸料」として表示しておりま

す。 

 同様に、前連結会計年度の「資産賃貸費用」については、当連結会計年度より「不動産賃貸費用」とし

て表示しております。 

  

（役員退職慰労金制度の廃止） 

従来、役員の退職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役員退職慰労引当金とし

て計上しておりましたが、平成21年３月に規程の廃止を決議し、過去の在任期間に対応する退職慰労金に

ついては、全役員がこれを放棄することに同意したため、役員退職慰労引当金を全額取崩し、特別利益と

して21,290千円を計上しております。 

  

(7)【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】

【会計処理の変更】

【表示方法の変更】

【追加情報】
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる注記の開示を省略します。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (1) 構造セラミックス・・・半導体・液晶製造装置部品、静電チャック、溶射、洗浄再生、機械・耐磨耗部品

等 

 (2) 圧電セラミックス・・・圧電アクチュエータ、圧電トランス、圧電発音体等 

 (3) Ｍ   Ｍ   Ｃ・・・半導体・液晶製造装置部品等 

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（598,801千円）の主なものは、当社での長期投資資金

（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

構造セラ 
ミックス 
（千円）

圧電セラ
ミックス 
（千円）

ＭＭＣ
（千円）

計
（千円）

消去 
又は全社 
（千円）

連結
（千円）

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

8,206,825 2,332,784 1,843,992 12,383,603 ─ 12,383,603

  (2) セグメント間の内部
    売上高又は振替高

632,302 57,477 ─ 689,779 (689,779) ─

計 8,839,128 2,390,262 1,843,992 13,073,382 (689,779) 12,383,603

  営業費用 8,083,349 2,274,063 2,219,936 12,577,348 (679,039) 11,898,308

  営業利益又は 
  営業損失(△)

755,778 116,198 △375,943 496,034 (10,740) 485,294

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 14,097,203 2,665,463 7,396,309 24,158,976 (50,047) 24,108,928

  減価償却費 692,115 67,747 397,376 1,157,239 (3,215) 1,154,023

  資本的支出 439,497 306,884 35,852 782,233 (10,557) 771,676
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

 (1) 構造セラミックス・・・半導体・液晶製造装置部品、静電チャック、溶射、洗浄再生、機械・耐磨耗部品

等 

 (2) 圧電セラミックス・・・圧電アクチュエータ、圧電トランス、圧電発音体等 

 (3) Ｍ   Ｍ   Ｃ・・・半導体・液晶製造装置部品等 

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（71,516千円）の主なものは、当社での長期投資資金

（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用及び営業損失は、構造セラミ

ックス事業が93,099千円、圧電セラミックス事業が8,182千円、ＭＭＣ事業が74,081千円それぞれ同額増加

しております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いず

れも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いず

れも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

構造セラ 
ミックス 
（千円）

圧電セラ
ミックス 
（千円）

ＭＭＣ
（千円）

計
（千円）

消去 
又は全社 
（千円）

連結
（千円）

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

5,306,196 1,687,042 2,434,994 9,428,232 ─ 9,428,232

  (2)セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

831,277 44,654 ─ 875,931 (875,931) ─

計 6,137,473 1,731,696 2,434,994 10,304,163 (875,931) 9,428,232

  営業費用 7,447,856 1,877,445 2,588,338 11,913,641 (856,707) 11,056,933

  営業損失(△) △1,310,383 △145,749 △153,344 △1,609,477 (19,223) △1,628,700

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 12,229,743 2,880,671 7,465,461 22,575,876 (463,189) 22,112,687

  減価償却費 675,964 95,341 393,418 1,164,724 (3,661) 1,161,063

  資本的支出 374,582 401,370 275,734 1,051,688 (5,657) 1,046,030

【所在地別セグメント情報】
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域の内訳 

(1) 北米・・・・・・・米国 

(2) アジア・・・・・・韓国、中国、台湾 

(3) その他の地域・・・イスラエル、オーストリア 

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。 

  

 当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域の内訳 

(1) 北米・・・・・・・米国 

(2) アジア・・・・・・韓国、中国、台湾 

(3) その他の地域・・・イスラエル、オーストリア 

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。 

  

【海外売上高】

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,699,208 601,998 56,057 2,357,263

Ⅱ 連結売上高（千円） ─ ─ ─ 12,383,603

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（%）

13.7 4.9 0.4 19.0

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 821,613 366,786 28,303 1,216,703

Ⅱ 連結売上高（千円） ─ ─ ─ 9,428,232

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（%）

8.7 3.9 0.3 12.9
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(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失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 

  

 
  

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 84,290.01円 １株当たり純資産額 49,783.99円

１株当たり当期純利益 2,876.44円 １株当たり当期純損失 31,038.78円

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益
2,864.02円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は 
当期純損失（△） （千円）

226,151 △2,440,330

普通株主に帰属しない金額 （千円） ─ ─

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失（△） （千円）

226,151 △2,440,330

普通株式の期中平均株式数 （株） 78,622 78,622

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 （株）

 新株予約権 341 ─

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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 前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

   該当事項はありません。 

     

 当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

希望退職者の募集 

当社は、平成21年４月23日開催の取締役会において、一段と厳しさを増す経営環境を踏まえ、収益

構造の改善を図り将来に向けて確固たる利益体質を構築することが早急なる業績回復に必要不可欠と

判断し、希望退職者の募集を行なうことを決議いたしました。 

希望退職者募集の概要 

①募集人員  80名程度 

 ②対象者   全正社員 

 ③募集期間  平成21年４月27日から平成21年５月18日まで 

 ④退職日   平成21年７月10日 

 ⑤優遇措置  所定の退職金に特別加算金を上乗せ支給する。 

損益に与える影響 

特別加算金については、退職者及び退職者に支払う特別加算金の確定した日の属する連結会計年度

に特別損失として計上する予定です。 

 なお、応募者が募集人員に達した場合、特別加算金の総額は240百万円程度になる見込みでありま

す。 

  

  

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくな

いと思われるため、開示を省略します。 

(重要な後発事象)

（開示の省略）
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 375,200 602,991 

受取手形 711,607 344,710 

売掛金 2,811,720 1,703,832 

商品 98,361 － 

製品 3,118,759 － 

半製品 683,245 － 

商品及び製品 － 4,174,539 

原材料 713,099 － 

仕掛品 3,573,616 3,443,362 

貯蔵品 57,005 － 

原材料及び貯蔵品 － 800,458 

前払費用 30,483 58,877 

繰延税金資産 276,232 － 

未収入金 33,918 32,031 

未収消費税等 － 9,821 

短期貸付金 － 235,728 

その他 150,801 1,311 

貸倒引当金 △2,717 △59,236 

流動資産合計 12,631,335 11,348,428 

固定資産 

有形固定資産 

建物 4,218,410 4,387,115 

減価償却累計額 △1,346,246 △1,520,301 

建物（純額） 2,872,164 2,866,814 

構築物 247,555 247,555 

減価償却累計額 △129,725 △145,841 

構築物（純額） 117,829 101,713 

機械及び装置 8,667,615 9,237,226 

減価償却累計額 △3,460,327 △4,179,013 

機械及び装置（純額） 5,207,288 5,058,213 

車両運搬具 6,121 6,121 

減価償却累計額 △5,735 △5,895 

車両運搬具（純額） 386 226 

工具、器具及び備品 839,796 883,787 

減価償却累計額 △645,312 △727,010 

工具、器具及び備品（純額） 194,483 156,776 

土地 1,707,394 1,707,394 

リース資産 － 91,159 

減価償却累計額 － △30,386 

リース資産（純額） － 60,772 

建設仮勘定 256,376 218,782 

有形固定資産合計 10,355,923 10,170,693 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産 

ソフトウエア 72,098 66,775 

その他 23,841 44,051 

無形固定資産合計 95,940 110,826 

投資その他の資産 

投資有価証券 45,858 102,105 

関係会社株式 248,917 210,163 

関係会社長期貸付金 51,658 41,496 

破産更生債権等 10,617 42,891 

長期前払費用 337 11,253 

繰延税金資産 261,870 － 

その他 41,450 39,231 

貸倒引当金 △10,617 △84,387 

投資その他の資産合計 650,093 362,754 

固定資産合計 11,101,956 10,644,274 

資産合計 23,733,292 21,992,703 

負債の部 

流動負債 

支払手形 1,090,241 466,083 

買掛金 567,543 137,135 

短期借入金 7,500,000 9,700,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,695,400 1,641,600 

リース債務 － 31,905 

未払金 206,427 128,598 

未払費用 238,976 187,699 

未払法人税等 66,591 6,306 

未払消費税等 21,748 － 

前受金 270 99,979 

預り金 17,672 23,964 

前受収益 － 1,240 

賞与引当金 265,021 118,198 

設備関係支払手形 93,397 102,293 

流動負債合計 11,763,289 12,645,006 

固定負債 

長期借入金 4,713,500 4,736,900 

リース債務 － 31,905 

退職給付引当金 539,907 614,567 

役員退職慰労引当金 68,930 － 

固定負債合計 5,322,337 5,383,372 

負債合計 17,085,626 18,028,379 

㈱日本セラテック（5345）平成21年３月期 決算短信

－28－



(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,826,521 1,826,521 

資本剰余金 

資本準備金 1,979,355 1,979,355 

資本剰余金合計 1,979,355 1,979,355 

利益剰余金 

利益準備金 9,000 9,000 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 2,832,789 149,447 

利益剰余金合計 2,841,789 158,447 

株主資本合計 6,647,666 3,964,324 

純資産合計 6,647,666 3,964,324 

負債純資産合計 23,733,292 21,992,703 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 12,010,654 9,114,740 

売上原価 

商品及び製品期首たな卸高 2,687,093 3,217,120 

当期商品仕入高 571,610 561,203 

当期製品製造原価 9,610,895 8,614,078 

合計 12,869,599 12,392,403 

商品及び製品期末たな卸高 3,217,120 3,482,800 

売上原価合計 9,652,478 8,909,602 

売上総利益 2,358,175 205,137 

販売費及び一般管理費 1,866,456 1,730,900 

営業利益又は営業損失（△） 491,718 △1,525,762 

営業外収益 

受取利息 2,053 2,548 

資産賃貸収入 39,353 － 

不動産賃貸料 － 41,845 

技術指導料 6,857 6,337 

その他 2,470 4,399 

営業外収益合計 50,734 55,130 

営業外費用 

支払利息 165,286 193,431 

売上割引 7,505 118 

為替差損 74,433 15,069 

株式交付費 360 360 

資産賃貸費用 12,762 － 

不動産賃貸費用 － 15,322 

貸倒引当金繰入額 － 75,472 

その他 2,484 21,309 

営業外費用合計 262,833 321,083 

経常利益又は経常損失（△） 279,619 △1,791,715 

特別利益 

前期損益修正益 － 9,178 

固定資産売却益 － 3,837 

受取助成金 70,608 43,520 

賞与引当金戻入額 － 50,280 

役員退職慰労引当金戻入額 － 21,290 

受取損害賠償金 － 22,801 

特別利益合計 70,608 150,908 

特別損失 

固定資産処分損 8,627 32,669 

関係会社株式評価損 － 102,363 

工場移転費用 － 75,413 

貸倒損失 － 49,321 

特別損失合計 8,627 259,768 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 341,601 △1,900,575 

法人税、住民税及び事業税 238,821 8,797 

法人税等調整額 △142,940 538,103 

法人税等合計 95,880 546,900 

当期純利益又は当期純損失（△） 245,720 △2,447,475 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,826,420 1,826,521 

当期変動額 

新株の発行 100 － 

当期変動額合計 100 － 

当期末残高 1,826,521 1,826,521 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,979,254 1,979,355 

当期変動額 

新株の発行 100 － 

当期変動額合計 100 － 

当期末残高 1,979,355 1,979,355 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,979,254 1,979,355 

当期変動額 

新株の発行 100 － 

当期変動額合計 100 － 

当期末残高 1,979,355 1,979,355 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 9,000 9,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 9,000 9,000 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,822,928 2,832,789 

当期変動額 

剰余金の配当 △235,860 △235,866 

当期純利益又は当期純損失（△） 245,720 △2,447,475 

当期変動額合計 9,860 △2,683,341 

当期末残高 2,832,789 149,447 

利益剰余金合計 

前期末残高 2,831,928 2,841,789 

当期変動額 

剰余金の配当 △235,860 △235,866 

当期純利益又は当期純損失（△） 245,720 △2,447,475 

当期変動額合計 9,860 △2,683,341 

当期末残高 2,841,789 158,447 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本合計 

前期末残高 6,637,604 6,647,666 

当期変動額 

新株の発行 201 － 

剰余金の配当 △235,860 △235,866 

当期純利益又は当期純損失（△） 245,720 △2,447,475 

当期変動額合計 10,061 △2,683,341 

当期末残高 6,647,666 3,964,324 

純資産合計 

前期末残高 6,637,604 6,647,666 

当期変動額 

新株の発行 201 － 

剰余金の配当 △235,860 △235,866 

当期純利益又は当期純損失（△） 245,720 △2,447,475 

当期変動額合計 10,061 △2,683,341 

当期末残高 6,647,666 3,964,324 
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当社の売上高は9,114,740千円と前事業年度と比べ24.1％の減収となっております。その結果、営業

損失1,525,762千円、経常損失1,791,715千円、当期純損失2,447,475千円を計上しております。当該状

況より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。  

 当該状況は、シリコンサイクルの下降局面と世界的な信用収縮とが重なった影響であると考えてお

り、来年度は更に売上高が減少するとの予測を立てております。  

 当社は、当該状況を解消し又は改善すべく、原材料・製造方法・加工方法の見直しなどにより、生産

性向上と製造コストの低減を図ってまいります。さらに全工程のリードタイム短縮による短納期対応に

より競合先との差別化を図るとともに、仕入販売品の内製化率向上を目指してまいります。また、現在

の市場規模でも対応できるように、大幅な人員削減を実施することを計画しております。  

 しかしながら、生産性向上と製造コストの低減は進めている途上であり、希望退職の募集も開始して

から間もないため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。  

 なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を財務諸表に反映しておりません。 

 希望退職者募集の概要につきましては、重要な後発事象に関する注記をご参照願います。 

  

  

 前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

   該当事項はありません。 

       

 当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

希望退職者の募集 

当社は、平成21年４月23日開催の取締役会において、一段と厳しさを増す経営環境を踏まえ、収益

構造の改善を図り将来に向けて確固たる利益体質を構築することが早急なる業績回復に必要不可欠と

判断し、希望退職者の募集を行なうことを決議いたしました。 

希望退職者募集の概要 

①募集人員  80名程度 

 ②対象者   全正社員 

 ③募集期間  平成21年４月27日から平成21年５月18日まで 

 ④退職日   平成21年７月10日 

 ⑤優遇措置  所定の退職金に特別加算金を上乗せ支給する。 

損益に与える影響 

特別加算金については、退職者及び退職者に支払う特別加算金の確定した日の属する事業年度に特

別損失として計上する予定です。  

 なお、応募者が募集人員に達した場合、特別加算金の総額は240百万円程度になる見込みでありま

す。 

  

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【個別財務諸表に関する注記事項】

(重要な後発事象)
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 開示内容が定まった時点で開示いたします。 

     

6. その他

 (1) 役員の異動

㈱日本セラテック（5345）平成21年３月期 決算短信

－34－



当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 (2) 生産、受注及び販売の状況

 ① 生産実績

(単位：千円)

事業部門 製品

当連結会計年度

（自 平成20年４月１日

   至 平成21年３月31日）

生産高 前年同期比(％)

構造セラミックス

半導体・液晶
2,272,921 △60.8

製造装置部品

静電チャック・溶射
1,211,241 △36.6

洗浄再生

機械部品
774,477 ＋5.0

耐磨耗部品

その他 162,819 △30.9

圧電セラミックス

圧電アクチュエータ 932,961 △19.9

圧電トランス
872,539 △35.8

圧電発音体 他

ＭＭＣ
半導体・液晶

3,011,505 ＋32.2
製造装置部品 他

合計 9,238,463 △31.5

(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。

   

 ② 受注実績

（単位：千円）

事業部門 製品

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

受注高
前年同期比

受注残高
前年同期比

(％) (％)

構造セラミックス

半導体・液晶
2,448,676 △50.0 677,871 △34.3

製造装置部品

静電チャック・溶射
1,468,010 △16.7 140,914 ＋39.8

洗浄再生

機械部品
816,380 ＋0.0 53,681 △61.7

耐磨耗部品

その他 172,151 △28.9 12,606 △73.3

圧電セラミックス

圧電アクチュエータ 761,841 △33.5 36,234 △66.7

圧電トランス
715,020 △42.6 47,087 △73.4

圧電発音体 他

ＭＭＣ
半導体・液晶

1,866,131 △9.3 286,475 △66.5
製造装置部品 他

合計 8,248,213 △32.2 1,254,871 △49.0

(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。
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当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

 
  

  

 ③ 販売実績

(単位：千円)

事業部門 製品

当連結会計年度

（自 平成20年４月１日

   至 平成21年３月31日）

販売高 前年同期比(％)

構造セラミックス

半導体・液晶
2,782,486 △47.7

製造装置部品

静電チャック・溶射
1,414,236 △27.2

洗浄再生

機械部品
902,901 ＋28.0

耐磨耗部品

その他 206,571 △14.3

圧電セラミックス

圧電アクチュエータ 835,119 △25.7

圧電トランス
851,922 △29.5

圧電発音体 他

ＭＭＣ
半導体・液晶

2,434,994 ＋32.1
製造装置部品 他

合計 9,428,232 △23.9

(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 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の対する割合は次の通りであります。

(単位：千円)

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

   至 平成20年３月31日）    至 平成21年３月31日）

販売高 割合(％) 販売高 割合(％)

キヤノン㈱ 2,014,398 16.3 2,506,651 26.6

東京エレクトロンＡＴ㈱ 1,143,088 9.2 479,861 5.1

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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