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シリコンウェーハ再生事業で世界大手

投資判断（9/16）

RS Technologies（3445・東証マザーズ）
株価

投資単位

2,442円

100株

（9/16）

新規 Overweight

時価総額

年初来高値

年初来安値

PER
（予）

132.8億円

2,780円
（15/7/27）

1,831円
（15/4/9）

31.1倍
（9/16）

（9/16）

台湾新工場稼働で16年12月期に成長加速
■2Qは営業利益が計画から上ブレ
15 年 12 月期 2Q 累計（15 年 1 ～ 6 月）の連結業績は、
売上高 2,475 百万円（前年同期比 10.2％増）
、営業利益
608 百万円（同 17.8％増）だった。シリコンウェーハ
再生などを手掛ける主力事業で、中核の直径 300mm ウ
ェーハの出荷が生産能力の上限近くを推移し頭打ち状態
だった中、単価は低いながら 200mm ウェーハが伸長。
外国為替市場でドル・円が前年同期から大きく円安に動
いたことも寄与した。
15 年 3 月の上場時に開示した 2Q 累計の連結業績計画
（売上高 2,496 百万円、営業利益 314 百万円）に対して
は、売上高がおおむね計画通りで着地した一方、営業
利益は 294 百万円上ブレした。売上高は、再生 300mm
ウェーハの生産能力増強に向けた三本木工場（宮城県大
崎市）
、台湾子会社工場の移設・新設が、補助金確定検
査の遅れによりそれぞれ 3 カ月程度後ズレしたものの、
既存施設の合理化で補った。営業利益は、工場の移設・
新設の遅延に伴い、減価償却費などの計上額が当初の想
定を下回った。
■16年12月期に投資効果が顕在化、
中期計画は保守的
15 年 12 月期の連結業績見通しについて、会社側は上
場時計画である売上高 5,486 百万円（前期比 20.2％増）
、
営業利益 927 百万円（同 20.4％減）の増収減益予想を
据え置いた。再生 300mm ウェーハの生産能力増強に向
けた投資を織り込んだ数字。ただ、工場の移設・新設の
遅れに伴い、期間中の減価償却費は計画値の 582 百万円
から半減する可能性があり、利益面には増額修正余地が
残る。目先は 15 年 9 月に生産開始予定の、台湾新工場
の立ち上がりを注視。約 3 カ月遅れでの稼働開始となり
業績への影響が想定されるが、一方で三本木工場の生産
能力が従来計画比で月産 2 万枚ほど上回って推移してい
ることから、会社側の売上高計画は達成可能とみる。
続く 16 年 12 月期には生産能力増強への投資効果が
本格的に顕在化し、会社側の中期計画では売上高 7,276
百万円（15 年 12 月期計画比で 32.6％増）
、営業利益
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1,820 百万円（同 96.3％増）と急拡大を見込む。スマ
ートデバイスの普及などを背景に旺盛なウェーハ需要が
続く中、大胆な設備投資に踏み切る余裕がない競合を尻
目に、業界では極めて困難とされる銅の金属不純物除去
技術なども武器にシェアを拡大。再生 300mm ウェーハ
の出荷枚数は 15 年 12 月期比で 100 万枚は伸びるとみ
られる。
工場の移設・新設後の再生 300mm ウェーハは 16 年
4 月にもフル生産体制となる見通しだが、中期計画前提
の生産能力は最大で月産 26 万枚に対し、現状の三本木
工場の上ブレを加味すれば同 28 万枚と強含み。モーニ
ングスターでは 16 年 12 月期連結業績を保守的に売上
高 7,600 百万円、営業利益 1,900 円と予想する。さら
に、中期計画の前提為替レートは 1 ドル＝ 109.5 円で組
まれており、足元の為替水準と照らし合わせれば売上
高、
営業利益とも数億円程度の増額余地を残す。加えて、
高収益の 450mm ウェーハについても量産に向けて取り
組み中で、すでに研究機関から試験の引き合いを受けて
おり、16 年 12 月期にも具体的なビジネスに発展する可
能性がある。想定株価レンジは年初来高値（7 月 27 日）
を通過点と見て 2,780 ～ 3,000 円、投資判断は「新規
Overweight」とする。
（松尾 繁）
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※14年9月9日付で普通株式1株につき500株の株式分割を実施。
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■ 会社概要

シリコンウェーハ再生事業の概要

現在の主力は300mmウェーハ
当 社 工 場
顧

再生加工

客

再生シリコンウェーハの世界大手。半導体製造の各過
程で用いられた、
使用済みのテスト用「モニタウェーハ」
に精密加工を施し、新品同様の状態に戻して再利用可能
とするサービスを提供している。同事業から撤退したラ
サ工業（4022）から事業を承継し 10 年 12 月に会社設
立、15 年 3 月に東証マザーズ市場へと上場した。化学
領域に特化したラサ工業の技術を受け継ぎ、ウェーハの
研磨量を抑えつつすべての膜をはく離し再生回数を増す
ことが可能、洗浄工程での銅を含む金属不純物除去に高
い信頼性を持つなど、独自の強みを有す。ラサ工業とは
現在も三本木工場（宮城県大崎市）の賃貸借契約を結ぶ。
14 年 2 月に台湾子会社を設立。
事業はウェーハ再生加工の他、ウェーハ酸化膜成膜加
工、ウェーハ販売、太陽光発電事業、超音波映像装置、
技術コンサルティング事業、ケミカルフィルター販売、
半導体装置買取・販売などを展開する。セグメント別の
売上高構成比（14 年 12 月期連結実績）は、再生ウェー
ハが 80.7％、販売ウェーハが 16.1％、機械装置が 2.3％、
メガソーラーが 0.9％。

半導体工場では700を超える工程があるが、各工程のプロセス評価、出来栄えの評価のため
に『モニタウェーハ』が使用される。
これらのモニタウェーハは、1回～数回使用されると使用不
可となるが、当社はこれらのウェーハを預かり、精密加工をすることで再利用が可能な新品と
同様の状態に戻し、同じ用途で使用できるサービスを提供している。

新品と
同様の状態

再生ウェーハ

半導体工場
・集積回路（IC,LSI）
・個別部品

使用済みウェーハ

【RS Technologiesの強み】
①すべての膜を剥離可能、
ケミカルによる除去のため表面のダメージが最小限に
②金属不純物の除去、特に銅（Cu）の汚染除去に強み
出所：会社開示資料からモーニングスター作成

再生300mmウェーハの出荷枚数推移
（万枚）
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■ 事業環境と展望
シリコンウェーハ市場は、先進国での用途の多様化や
新興国での経済成長に伴う需要増などを背景に、中・長
期的な拡大基調にある。このうち、出荷面積ベースで
約 2 割程度を占める再生ウェーハも同様の伸びが見込ま
れるといい、会社側では 18 年までの 4 年間の累計で毎
月 24 万枚（以下、300mm ウェーハ換算）の需要増が
期待できるとしている。この需要を取り込むべく当社は
15 年 12 月期中に三本木工場の増設を実施し、再生ウェ
ーハの生産能力を月産 18 万枚（14 年 12 月期末時点で
は同 14 万枚）まで引き上げた。また、9 月には月産 10
万枚の生産能力を持つ台湾子会社の台南工場で生産開始
予定。16 年 4 月には合計で月産 28 万枚の生産体制を整
え、再生ウェーハ市場でのシェアを現在の約 21％から
約 29％まで高める構えだ。
この他、困難とされる銅の金属不純物除去技術をフッ
クに潜在的な再生市場の開拓を進める他、中国本土の半
導体市場への参入、将来主流になるとみられる 450mm
ウェーハの量産体制に向けた取り組みなども進める。
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出所：会社開示資料からモーニングスター作成
15年8月以降は見込みの出荷枚数

リスク要因

当社グループの主な需要先は半導体業界であり、需
給変動によりシリコンウェーハの使用量の減少や販売
価格の低下につながった場合、当社の経営成績は落
ち込む恐れがある。取引先のうち、台湾の大手半導
体受託生産企業である TSMC に対する売上高構成比が
38.3％（14 年 12 月期実績）と高く、TSMC の販売お
よび設備投資の動向に影響を受ける可能性がある。ま
た、グループの輸出比率は高い水準にあり（14 年 12
月期は 73.7％）
、為替変動の影響を受ける傾向が強ま
っている。この他、ウェーハ事業での国内外の競争激
化などが懸念材料として挙げられる。

株主還元（9/16時点）
■ 株主優待

■ 配当の状況

無し

1株当たり配当金
中間期末

期末

年間

13年12月期

実績

0円

0円

0円

14年12月期

実績

0円

0円

0円

15年12月期

会社予想

0円

0円

0円

※14年9月9日付で普通株式1株につき500株の株式分割を実施。
本資料は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。銘柄の選択、投資判断の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。本資料に掲載された意見
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競合他社比較（赤太字は競合他社に比べ優位な数値）（9/16時点）
RS Technologies
（3445・マザーズ）
株価
基本事項

投資単位
最低投資金額
決算月

株価指標

成長性

収益性

SUMCO
（3436・東1）

2,442円

1,093円

1,228円

100株

100株

100株

244,200円

109,300円

122,800円

12月

5月

12月

PER
（予）

31.1倍

－

PBR
（実）

8.1倍

配当利回り
（予）

0.0%

16.6倍
0.7倍
2.4%

売上高成長率
（予）

20.1%

営業利益成長率
（予）

▲20.5%

EPS成長率
（予）

▲40.5%

売上高営業利益率
（予）

16.9%
43.3%
18.3%

自己資本当期純利益率
（実）
総資産経常利益率
（実）
自己資本比率
（実）

財務安定性

三益半導体工業
（8155・東1）

22.5%

デット・エクイティ・レシオ
（実）

244.5%

流動比率
（実）

120.4%

2.3倍
1.6%

7.4%

－

37.0%
29.6%

－

6.6%

－

3.2%

9.2%

4.2%

4.3%

71.7%
0.5%
243.5%

119.5%

－

36.2%
236.1%

シリコンウェーハ再生による顧客のコスト削減に主眼を置いた当社とはビジネスモデルが異なるが、競合企業として再生シリコンウェーハを手掛ける三益半導体工業（ 8155）
の他、SUMCO（ 3436）を選出した。なお、当社は 14 年 12 月期末時点では非上場。

■ 成長性

■ 収益性

■ 財務安定性

15 年 12 月期の連結業績は売上
高が前年比 20.2％増と、通期予想
を開示している三益半導体工業を
上回る一方、営業利益は同 20.4％
減と 2 ケタ減益を見込む。ただ、
これは旺盛な再生ウェーハ需要に
対応すべく、国内・台湾の工場移設・
新設に向けた投資に伴うもので、
前 向 き な も の と い え る。会 社 側
では 16 年 12 月期に売上高 7,276
百万円（15 年 12 月期予想比 32.6
％増）
、営業利益 1,820 百万円（同
96.3％増）と急拡大を予想し、投
資効果の顕在化を想定。なお、工
場の新設・移設の遅れにより 2Q 累
計では当初想定していた減価償却
費や製造経費が発生せず、営業利
益が計画比上ブレとなったが、通
期計画は据え置いたまま。

売上高営業利益率が通期予想を
開示している三益半導体工業を上
回る他、いずれの指標でも相対的
に優位な数字となり、効率的な事
業運営がなされていることがうか
がえる。このうち、自己資本当期
純利益率（以下、ROE）の算出の
基準とした 14 年 12 月期末時点で
は当社は非上場（15 年 3 月に新規
上場）
。参考までに、15 年 12 月期
会社計画で試算した ROE は 14.5％
と依然高い水準となる見通し。会
社側では中期計画の一つとして、
ROE を 17 年 12 月期に 24.1％まで
高めていく方針を打ち出している。

デット・エクイティ・レシオの
相対的な高さが目立つ。先端設備
投資に係る借入などから有利子負
債 が 増 加 し、15 年 12 月 期 2Q 末
時点では 297.6 と上昇傾向にある。
ただ、15 年 8 月に補助金を受領済
みで 9 月末に借入金 2,732 百万円
を返済予定であり、今後改善が進
むものとみられる。自己資本比率
は 22.5％だが、会社側の中期計画
では 17 年 12 月末に 56.0％まで高
める方針。この他、流動比率は問
題ない水準で、全体的に財務は健
全かつ安定的な状態にあるといえ
る。

モーニングスター株式会社
調査分析部 株式分析室
アナリスト 松尾 繁
03-6229-0810
shimatsuo@morningstar.co.jp
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モーニングスター・エクイティ・リサーチレポートの読み方
特 徴

Overweight （オーバーウエート）
今後、半年間の株価推移が現値水準を 15％以上上回ると
予測される場合
Neutral （ニュートラル）
今後、半年間の株価推移が現値水準の－ 15％～＋ 15％に
とどまると予測される場合
Underweight（アンダーウエート）
今後、半年間の株価推移が現値水準を 15％以上下回ると
予測される場合

（1）第三者機関として中立的な立場を重視

モーニングスター・エクイティ・リサーチレポートは、
モーニングスターが位置する中立的な第三者としての立場
を重要視し、客観的な比較・評価情報の提供に努めていま
す。モーニングスターがカバーする全銘柄に対し、アナリ
スト個人の見解に加え、複数のアナリストから成る銘柄評
価委員会の意見を反映し、投資判断・想定株価レンジ・業
績予想を決定しています。

（2）カバー銘柄のユニバース

カバー銘柄は下記対象銘柄から銘柄評価委員会が選出し
ています。
【銘柄選定基準】
● アナリストのカバー率が低い国内新興市場上場銘柄
●	個 人投資家からの人気が高い銘柄（各オンライン証券
のデータを参考）
● 時価総額を考慮（50 億円程度以上を目安）
● 整理、監理銘柄や継続疑義、債務超過銘柄を除く

（3）3 段階の投資判断

カバー銘柄に対する投資判断は、モーニングスターの各
アナリストによる調査・取材・分析を基に銘柄評価委員会
の協議を経て決定しています。下記の基準を基に 3 段階（最
上位から「BUY」
（強気）
「HOLD」
、
（中立）
「SELL」
、
（弱気））
で予測しています。

モーニングスターでは業績見通しや財務状況、株価の値
動きなどに関する見解の変更により、機動的に投資判断を
変更します。ただし、影響力のある、新しい情報が明らか
となり、判断に時間を要する場合には投資判断を「Under
Review」
（保留）とする場合があります。また、取引時間
中の投資判断の変更は行いません。アナリストが退職した
場合などは投資判断をいったん「Suspension」
（停止）と
する可能性があります。

（4）中期的な想定株価レンジ

向こう半年間で想定される株価のレンジを示します。株
価指標などを用いた適正株価水準のほか、チャートのフシ
目や直近の高値・安値、トレンドライン、移動平均線など
テクニカル面や価格帯別出来高なども考慮して、中期的な
上値メド、下値メドを決定しています。

項目説明
■ アナリストコメント

直近の業績動向や事業環境につい
て、取材に基づいた評価をコメント
しています。投資判断の根拠や業績
予想に対する見方、今後の事業展望
などを記載し、株式投資をするうえ
で最も重要な情報を掲載していま
す。
また、
読みやすさを考慮してテー
マごとに 2 ～ 4 つのパラグラフに
まとめているほか、重要なポイント
を太字で強調しております。

■ 業績動向

通期決算の実績 2 期分と会社予
想、およびモーニングスターの独自
予想を今期、来期の 2 期分掲載し
ております。
各銘柄への取材に加え、
四半期毎での過去の業績傾向やセグ
メント毎での分析に基づいて業績数
値を予測しています。

■ 会社概要

各銘柄がどのようなビジネスを展
開しているのか、どこに収益源があ
るのかなどを詳しく解説するほか、
今後どの事業に力を入れていくの
か、中期的にはどのような事業展開
を図っていくのかなどの中期的な見
通しも取材を踏まえて掲載します。

■ 事業環境と展望

各銘柄が属する業界について、足
元の状況や将来の成長性などの観点
から解説します。競合他社への取材
も実施することで業界全体を多方面
から捉えるほか、業界団体のデータ
など具体的な数値も掲載します。

■ リスク要因

各銘柄が有するリスクを解説しま
す。事業面でのリスクに加え、業績
面や財務面、株式市場独自のリスク
なども考慮して様々な角度から見た
リスクを示します。

■ 成長性

今期会社計画の売上高成長率、営
業利益成長率、EPS 成長率を競合他
社と比較するほか、過去の経緯や主
力事業の成長力などを評価します。

■ 収益性

今期会社計画の売上高営業利益率
と前期実績の自己資本当期純利益
率、総資産経常利益率を競合他社と
比較するほか、過去からの収益性の
変動などを評価します。

■ 財務安定性

前期実績の自己資本比率、
デット・
エクイティ・レシオ（＝有利子負債
/ 自己資本× 100）、流動比率（＝流
動資産 / 流動負債× 100）を競合他
社と比較するほか、現預金やキャッ
シュフローなどの観点から財務安定
性を評価します。

本資料は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。銘柄の選択、投資判断の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。本資料に掲載された意見は作成日に
おける判断であり、予告なしに変更される場合があります。本資料に掲載された意見・データは、当社が信頼できると判断したデータ等により作成いたしましたが、その正確性、安全性等について保障するものではありません。著作権、知
的所有権等一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar.Inc に帰属しますので、許可なく複製、転写、引用等を行うことを禁じます。

