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1.  23年1月期の連結業績（平成22年2月1日～平成23年1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 ％

23年1月期 276,962 26.9 △8,431 ― △26,158 ― △65,587 ―
22年1月期 218,217 △44.3 △86,502 ― △114,797 ― △100,472 ―

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 ％ ％ ％

23年1月期 △254.46 ― △28.5 △4.3 △3.0
22年1月期 △389.81 ― △31.9 △16.4 △39.6

（参考） 持分法投資損益 23年1月期  ―百万円 22年1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

23年1月期 561,777 216,143 35.0 761.97
22年1月期 662,882 284,923 39.9 1,025.35

（参考） 自己資本   23年1月期  196,395百万円 22年1月期  264,280百万円

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

23年1月期 29,188 △12,017 △34,344 53,876
22年1月期 7,700 △75,968 86,844 71,776

2.  配当の状況 

（注） 現時点において平成24年１月期の期末の１株当たり配当金については未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
23年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
24年1月期 

（予想）
― 0.00 ― ― ― ―

3.  24年1月期の連結業績予想（平成23年2月1日～平成24年1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 136,000 △4.5 4,000 ― △2,000 ― △2,500 ― △9.70

通期 285,000 2.9 19,000 ― 7,000 ― 6,500 ― 25.22



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  

（注） 詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、１７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、２８ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年1月期 257,751,739株 22年1月期 257,751,739株
② 期末自己株式数 23年1月期  4,426株 22年1月期  3,911株

（参考）個別業績の概要 

1.  23年1月期の個別業績（平成22年2月1日～平成23年1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 ％

23年1月期 232,649 27.0 △4,647 ― △17,233 ― △83,210 ―
22年1月期 183,222 △35.3 △53,203 ― △73,742 ― △48,760 ―

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

23年1月期 △322.84 ―
22年1月期 △189.18 ―

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

23年1月期 531,275 207,990 39.1 806.95
22年1月期 642,497 291,378 45.4 1,130.48

（参考） 自己資本 23年1月期  207,990百万円 22年1月期  291,378百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成24年１月期の期末の１株当たり配当金については、未定としております。当該予想の開示が可能となった時点で速やかに開示する所存であります。
 （詳細は、３ページ「利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。） 
 
 なお、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて
おり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 



 

 

添付資料の目次 

 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 ----------------------------------------- P.2 

（２）財政状態に関する分析 ----------------------------------------- P.2 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ----------------- P.3 

（４）事業等のリスク ----------------------------------------------- P.4 

２．企業集団の状況 ----------------------------------------------------- P.6 

３．経営方針  

  （１）会社の経営の基本方針 ----------------------------------------- P.8 

  （２）中長期的な会社の経営戦略 ------------------------------------- P.8 

  （３）会社の対処すべき課題 ----------------------------------------- P.8 

４．連結財務諸表 

  （１）連結貸借対照表 ----------------------------------------------- P.9 

  （２）連結損益計算書 ----------------------------------------------- P.11 

  （３）連結株主資本等変動計算書 ------------------------------------- P.12 

  （４）連結キャッシュ･フロー計算書 ---------------------------------- P.14 

  （５）継続企業の前提に関する注記 ----------------------------------- P.15 

  （６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ----------------- P.15 

    （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 ----------- P.17 

    （８）連結財務諸表に関する注記事項 --------------------------------- P.18 

５．個別財務諸表  

  （１）貸借対照表 --------------------------------------------------- P.29 

  （２）損益計算書 --------------------------------------------------- P.32 

  （３）株主資本等変動計算書 ----------------------------------------- P.33 

  （４）継続企業の前提に関する注記 ----------------------------------- P.35 

    （５）個別財務諸表に関する注記事項 --------------------------------- P.35 

６．その他 ------------------------------------------------------------- P.37 

 

 

  

（株）ＳＵＭＣＯ （3436）　平成23年1月期 決算短信

－ 1 －



１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当期の半導体市場は、新興国におけるパソコンや家庭用電化製品の需要増加に加え、スマートフォンや

タブレットＰＣなど新しい電子機器市場の拡大により大きく成長しました。しかし、下期に入りパソコン

を主体とする電子機器需要の伸び悩みにより半導体在庫が増加し市場が軟化しました。 

半導体用シリコンウェーハ需要は、堅調な半導体市場に支えられ、順調に回復してきましたが、秋以降、

調整局面に入りました。太陽電池用シリコンウェーハ需要は、年間を通じて拡大しました。 

このような事業環境のもと、当社グループは、市場の回復を受けて売上を伸ばしてきましたが、秋以降

の調整局面に加え、円高の影響もあり、下期の売上は伸び悩みました。 

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高276,962百万円（対前年度比26.9％

増）、営業損失は8,431百万円（前年度損失86,502百万円）、経常損失は26,158百万円（前年度損失114,797

百万円）となりました。 

また、強固な経営基盤を構築し、来期以降の損益黒字化と安定的な収益確保を果たすため、300 ㎜ウェ

ーハの効率的な生産体制を構築すると共に、200mm 以下小径事業の国内外生産拠点の整理・集約、希望退

職募集を含めた要員体制の見直し等による固定費の圧縮を柱とする「収益基盤強化策」を策定・実行し、

これに係わる費用として当連結会計年度に特別損失23,000百万円を計上することといたしました。 

加えて、第３四半期において、繰延税金資産の回収可能性を見直し、18,075 百万円を取り崩した結果、

当期純損失は65,587百万円となりました。 

 

なお、個別決算において、実質価額が著しく下落した連結子会社株式について減損処理を実施し､35,099

百万円の関係会社株式評価損を計上した結果、個別の当期純損失は、83,210百万円となりました。 

  

②次期の見通し 

半導体用シリコンウェーハ市場は、期初は在庫調整等により引き続き低迷するものの、スマートフォン、

タブレットＰＣなどの新しい市場が伸張し、加えてパワー半導体等の底堅い成長に牽引され、期を通じて

は、需要が拡大すると予想しております。また、太陽電池用シリコンウェーハ需要は、引き続き堅調に推

移すると思われます。 

かかる経営環境のもと、当社グループは、｢収益基盤強化策｣ により損益分岐点を引き下げ、競争力を強

化するとともに、価格改善に努め、収益を回復させてまいります。 

平成24年1月期の連結業績予想につきましては、本決算短信の１ページの当該欄に記載の通り予想いた

しました。 

 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

当期末の資産につきましては、前期末に比べ 101,105 百万円減少し、561,777 百万円となりました。繰

延税金資産の取崩し等により短期及び長期の繰延税金資産が合計で16,259百万円減少したこと、また設備

投資の圧縮と償却の進行により有形固定資産が77,208百万円減少したことがその主な要因であります。 

 

負債につきましては、前期末に比べ32,325百万円減少し、345,633百万円となりました。長期借入金が

27,096百万円減少し、また、長期リース債務が7,954百万円減少したことがその主な要因であります。 

 

純資産につきましては、前期末に比べ68,779百万円減少し、216,143百万円となりました。当期純損益

がマイナスであったこと等を受け、利益剰余金が65,608百万円減少したことがその主な要因であります。 
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当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ 17,900 百万円減少し、53,876 百万円となりまし

た。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが29,188百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが

△12,017百万円、及び財務活動によるキャッシュ・フローが△34,344百万円となったこと等によるもので

あります。 

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ 21,488 百万円増加し、29,188 百万円となり

ました。これは、税金等調整前当期純損失が改善されたことが主な要因であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期の投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ支出が 63,951 百万円減少し、△12,017 百万

円となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少したことが主な要因であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当期の財務活動によるキャッシュ・フローは、△34,344百万円となりました。長期借入金及びリース債

務が減少したことが主な要因であります。 

 

②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 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
（注１）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）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 
（注４）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。 

 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の剰余金の配当に関する基本方針は、各事業年度における利益水準、次期以降の見通し、設備投資

に係る資金需要及び内部留保の状況等を総合的に勘案した上で、決定していくこととしております。 

なお､当期の期末配当金につきましては、当期の業績に鑑み、無配とさせていただく予定であります。 

 

平成24年1月期の配当予想につきましては、第２四半期末は無配、期末は現時点においては未定とさせ

ていただきます。 

 

  平成19年1月期 平成20年1月期 平成21年1月期 平成22年1月期 平成23年1月期

自 己 資 本 比 率 (％) 50.5 50.5 49.8 39.9 35.0 

時 価 ベ ー ス の 
自 己 資 本 比 率 

(％) 191.6 83.2 41.9 60.6 57.4 

キャッシュ・フロー
対有利子負債比率 

(年) 1.6 0.6 2.2 38.9 9.1 

イ ン タ レ ス ト ・ 
カバレッジ・レシオ 

(倍) 26.1 69.2 47.2 1.9 6.1 
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（４）事業等のリスク 

当社グループは、以下のような事項を当社グループの経営並びに事業遂行上の主要なリスク要因と認識

しており、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、これらの要因により、当

社グループの事業、経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

なお、以下の事項のうち将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであり、

不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

 

①事業環境について 

当社グループが製造及び販売するシリコンウェーハは、各種半導体の基板等に用いられるものであるこ

とから、半導体及びその周辺産業等に特徴的な諸要因の影響を受けることがあります。かかる諸要因には、

半導体業界における急激な市況悪化、半導体及びその周辺産業等における急速な技術革新の進展、製品の

陳腐化、製品構成の急速な変化、製品価格の下落、特定顧客との取引の集中とその特定顧客からの受注の

大幅な変動、同業他社との競争優位性の変化に伴う当社グループの競争力の変動、及び顧客需要の大きな

振幅等があり、これらは当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループは、住友金属工業株式会社及び三菱マテリアル株式会社グループのシリコンウェー

ハ事業を統合した会社であり、両社は現在も当社の主要株主であります。当社グループと両社との関係の

変化により、当社グループは将来において影響を受ける可能性があります。 

 

②当社グループの製品について 

当社グループの製品が用いられる半導体の価格は、製品の市場投入後は普及による販売数量拡大等の影

響もあり、一般的に低下する傾向にあります。当社グループにおいては、量産化による販売数量の拡大や

製造工程等における歩留率向上等の合理化を進めることにより、当該製品価格低下を想定した事業計画を

策定しておりますが、急激な市況悪化その他の事由により想定以上の販売価格低下が生じる場合、当社グ

ループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、上記以外にも、品質の不適合（具体的には、当社グループが顧客に納入した製品について、顧客

の要求規格及び仕様等を充足しない場合、または不適合等が生じる場合に重大な品質クレームを引き起こ

す可能性）、生産性向上の未達成等（具体的には、製品製造工程における歩留率改善等による継続した生産

効率の向上が図られない場合の利益の圧迫要因、もしくは製造設備の事故やその他の要因による製造の中

断、あるいは大幅な遅延等が生じる場合に、当社グループ全体の生産能力低下や特定製品の供給が困難と

なる可能性等）が当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③主要製造設備の安定調達について 

当社の主要製造設備には、当社と設備機器メーカーとの間で共同開発した両面研磨機等、他メーカーへ

の切り替えができない設備があります。これらの円滑な調達が困難な場合には、経営成績等に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

④顧客及びサプライヤーに係るリスク（経営破綻・操業停止等）について 

当社グループは、顧客の与信管理には万全を期しておりますが、仮に顧客が倒産し、多額の売上債権が

回収不能となる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。また、当

社は諸資材の調達について、複数のメーカーと契約する等、調達途絶リスクを回避する施策を講じており

ますが、経済環境の急激な悪化やサプライヤーの設備事故等による操業停止あるいは倒産等により、諸資

材等の調達に支障を来たす場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑤設備投資について 

当社グループは中長期的な需要予測に基づいて設備投資を実施しておりますが、経済動向や半導体業

界・太陽電池業界を取り巻く環境の変化により、需要予測に大幅な変化が生じる場合には、当社グループ

の事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥技術及び研究開発について 

半導体業界は、急速な技術革新が進む業界であり、半導体の高集積化、細密化や半導体用途の多様化、

高精度化及び生産効率の向上等、当社グループのシリコンウェーハに対して顧客より要求される各種技術

は多岐に亘り、且つ、高度化しております。当社グループは、業界における市場シェア向上等を目的とし

て、中長期的に需要の拡大が見込まれる300mmウェーハに関する技術、品種別ではエピタキシャルウェー

ハやアニールウェーハ等の高付加価値ウェーハ関連技術、さらに、次世代ウェーハ製品の関連技術等に重

点をおいた研究開発活動を行っております。 

しかしながら、業界における技術進歩への対応に支障が生じ、顧客の要求に適合することが困難となり、

研究開発活動が想定した効果を得られない場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

⑦知的財産権について 

当社グループは、シリコンウェーハ業界において競合他社に対抗していくためには、特許権その他の知

的財産権の確保が非常に重要であると認識しており、国内外において出願中のものを含めて多数の特許を

保有しております。 

また、当社グループは、大重量結晶の製造、無欠陥結晶、高精度の両面研磨技術等に関する基本特許を

保持しておりますが、さらに、これら特許から発展した技術及び周辺技術についても特許の出願を進めて

おります。 

しかしながら、当社グループが認識しない第三者の特許が既に成立している場合において、当該第三者

より知的財産権を侵害しているとの事由により、使用差止及び損害賠償等の訴えを起こされる場合、当社

グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧海外展開について 

当社グループは、全世界の主要な半導体メーカー等に対してシリコンウェーハを供給しておりますが、

生産及び販売活動については、日本国内に加えて、北米、欧州及びアジアにそれぞれ拠点を設置し事業を

展開しております。当社グループのこれらの生産及び販売活動には、為替変動リスクがあるほか、各国及

び各地域等の経済情勢、政治情勢、法規制、税制、為替規制等の変化による影響や、現地での紛争、テロ

や災害の発生、感染症の流行、社会・労働慣行の相違、社会的インフラの未整備等による影響を受ける可

能性があります。 

 

⑨環境規制等について 

当社グループの事業は、主に製造拠点において、エネルギーの使用、排気、排水、有害物質の使用及び

保管、産業廃棄物の廃棄、土壌及び地下水の汚染の検査及び浄化等、環境に関する多くの国内外の法的規

制を受けており、これらの規制に基づき一定の費用負担や賠償義務その他法的責任が生じる可能性があり

ます。また、近年においては、一般的にこれら環境等に関する規制は強化される傾向にあります。今後に

おいて環境等に関する新たな国内外の法規制等が制定される可能性は否定できず、そのような場合、当社

グループにおいて、これら法規制等への対応のために新たな費用負担等が生じることが予想され、当社グ

ループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑩自然災害、事故等のリスクについて 

当社グループの各製造拠点において、地震、台風、津波または火山活動等の自然災害や、事故、火災、

テロ等により、生産の停止、設備の損壊や給水・電力供給の制限等の不測の事態が発生する場合には、当

社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

特に、当社グループの主力商品である300mmウェーハの加工工程を有する製造拠点が、上記の自然災害、

事故、火災等に見舞われる場合、300mmウェーハの製造・販売に支障を来たし、当社グループの事業展開、

経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑪企業買収に関するリスクについて 

当社は、企業買収の実施に当たり、当該企業の財務内容等についてデューデリジェンスを行い、事前に

リスク回避するように努めておりますが、事業環境の急激な変化等、不測の事態が生じる場合、当社グル

ープの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑫上記以外のリスクについて 

当社グループは、事業環境の変化等により、以下のような事態が生じる場合、当社グループの経営成績、

財政状態等に影響を及ぼすことがあります。 

ａ．事業環境の大幅な変化により事業及び組織の再構築等が必要となる事態が生じる場合。 

ｂ．退職給付債務に関して、今後当社の年金資産の時価の下落、運用利回りの低下、または退職給付債 

務を計算する数理計算上の前提条件の大幅な変化が生じる場合。 

ｃ．経済環境の著しい変化等により、将来の収益等の見積りが大幅に変動する等、会計上の対応が必要 

となる場合。 

ｄ．外部環境の変化等により当社グループが想定する以上の資金需要が生じる場合、あるいは金融機関 

との契約により期限の利益を喪失する場合、また、金利水準や市場環境等の要因により当社グルー 

プが希望する時期または条件により資金調達が実行できない場合。 

 

 

 

２．企業集団の状況 

当社の関係会社は国内子会社９社（連結子会社７社、非連結子会社２社）及び海外子会社13社（連結子

会社９社、非連結子会社４）であります。また、当社のその他の関係会社は住友金属工業株式会社と三菱

マテリアル株式会社であり、当社は当該両社のグループに属しております。 

当社と当社の子会社で構成されるグループ（以下「当社グループ」といいます。）の事業は「高純度シリ

コン事業」のみであり、当該事業は半導体メーカー向けシリコンウェーハの製造及び販売を主体とした「半

導体用シリコンウェーハ事業部門」と、太陽電池用シリコンウェーハの製造及び販売、並びにシリコンウ

ェーハの製造工程において用いる高純度石英ルツボの製造及び販売を行う「その他事業部門」に区分され

ます。 
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顧   客 

〔事業系統図〕 
以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。（※は連結子会社） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

株 

式 

会 

社 

Ｓ 

Ｕ 

Ｍ 

Ｃ 

Ｏ 
 

製 

造 

・ 

販 

売 

会 

社 

半導体用シリコンウェーハ事業部門＜アジア＞ 

半製品 

製品 

製品 

業務委託 

半導体用シリコンウェーハ事業部門 

その他事業部門 

SUMCOソーラー株式会社 ※ 
（太陽電池用シリコンウェーハ） 

製造会社 

ジャパンスーパークォーツ株式会社 
（高純度石英ルツボ）  ※ 

製造・販売会社 

貯蔵品 

半導体用シリコンウェーハ事業部門＜米国＞ 
半製品 
・製品 

半製品 
・製品 

製造会社 

SUMCO TECHXIV株式会社 ※ 

業務委託 

サービス SUMCOサービス株式会社 ※ 
SUMCOサポート株式会社 
（シリコンウェーハ運搬用ケースの
成型・洗浄他） 

サービス会社 

製造・販売会社 

SUMCOテクノロジー株式会社 ※ 
水俣電子株式会社 ※ 

製品 

半製品 

PT. SUMCO Indonesia ※ 

製造会社 

SUMCO Taiwan Technology Corporation 
SUMCO Korea Corporation 

技術サポート 

SUMCO Shanghai Corporation 

販売サポート 
業務委託 

製品 

半製品 

STX Finance America, Inc. ※（金融） 
SUMCO Funding Corporation ※（金融） 
SUMCO Personnel Services Corporation ※
（人事管理等） 

その他 

SUMCO Europe Sales Plc ※ 

販売会社 

半導体用シリコンウェーハ事業部門＜欧州他＞ 

製品 

販売会社 

SUMCO Singapore Pte. Ltd. ※ 

サービス会社 

SUMTECサービス株式会社 ※ 
（福利厚生サービス、設備機器のメン
テナンス他） 

サービス 

製品 

製造・販売会社 

FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION 
※ 

SUMCO Southwest Corporation ※ 

製造会社 

SUMCO Phoenix Corporation ※ 

製造・販売会社 

原材料 

設備 

設備 

三菱マテリアル株式会社 
（非鉄金属業） 

その他の関係会社等 

三菱マテリアルテクノ株式会社 
（機械等の製造・販売業） 

その他の関係会社等 

住友金属工業株式会社 
（鉄鋼業） 

株式会社住友金属ファインテック 
（機械等の製造・販売業） 

半製品 
・製品 

半製品 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「お客様と株主の期待に応え、従業員に幸せを与え、社会に貢献する、常に世界一の

シリコンウェーハメーカーを目指す」という経営理念のもと、半導体デバイスに使用される高品質のシリ

コンウェーハ製造において、大口径から小口径までカバーする幅広い製品展開力と技術力を有し、これら

を最大限に活用し安定的な供給体制を構築することにより、社会の発展に貢献してまいります。特に、顧

客からの極めて厳しい品質・コスト要求に応える技術力の向上に傾注し、シリコンウェーハ業界における

地位の維持・向上を図ってまいります。 

当社グループは、この基本方針のもと、事業基盤を更に強化し、事業の持続的成長を目指し、ステーク

ホルダーの負託に応えてまいる所存であります。 

 

（２）中長期的な会社の経営戦略 

半導体用シリコンウェーハの内、300mm ウェーハは、変動要因はあるものの半導体市場の需要伸張とと

もに市場は拡大していく見通しであります。200mm以下のウェーハは、300mmウェーハへの移行もあり需要

が徐々に低下していく見通しであります。 

このような環境の中、主力製品である300mmウェーハについては、販売価格の是正を図りつつ、需要拡

大や、製品の高精度化・微細化の要求に適切に対応してまいります。200mm 以下のウェーハについては、

設備規模の適正化を図るべく生産体制の再編を遂行し、集中生産と高効率操業を実現してまいります。ま

た、コスト競争力の強化や高品質化への対応により、収益性の改善に努めてまいります。 

また、中長期的に市場の拡大が予想されている太陽電池用シリコンウェーハについては、当社独自の技

術特性を一層強化することにより、品質の向上とコスト削減をあわせて実現し、競争優位性を高めてまい

ります。 

 

（３）会社の対処すべき課題 

①コスト競争力の強化と収益力の回復 

半導体用シリコンウェーハ事業では、固定費削減による損益分岐点の引き下げを行うと共に、コスト競

争力の強化を図り、各拠点の機能の明確化による効率的生産を通して、最適な生産体制の構築を推し進め

てまいります。これにより、海外生産拠点の強化を含めたグループ一体経営を強化いたします。また、ウ

ェーハ価格の改善についても、引き続き取り組んでまいります。 

ソーラー事業におきましては、生産性改善及び更なるコスト改善を進めることにより、早期の収益均衡

を目指してまいります。 

以上の取り組みを着実に実践することにより、厳しい事業環境下においても安定収益を確保しうる強靭

な企業体質の構築を目指してまいります。 

 

②事業基盤の強化に向けた技術力の更なる強化  

引き続き成長を続ける300㎜ウェーハについては、顧客からの高精度化・高品位化の要求に的確且つ迅

速に取り組むことにより、拡大する需要に対応してまいります。また、200 ㎜以下の小径ウェーハについ

ても、省エネルギー用のディスクリート品等、今後需要の拡大が見込まれる製品分野に注力し、製品の差

別化を図ってまいります。加えて、次世代ウェーハの研究開発など将来を見据えた技術課題に対しても、

継続的に取り組んでまいります。伸張を続ける太陽電池用ウェーハ需要に対しては、当社技術の優位性・

独自性を生かした高変換効率・厚みの薄い製品への供給に向けた技術課題に継続的に取り組み、収益力の

回復・強化を目指してまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 71,776 53,876

受取手形及び売掛金 40,218 48,954

商品及び製品 16,841 19,726

仕掛品 17,263 17,625

原材料及び貯蔵品 40,015 33,730

繰延税金資産 6,206 3,783

その他 10,091 7,157

貸倒引当金 △2,032 △166

流動資産合計 200,381 184,688

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 204,861 200,895

減価償却累計額 △76,435 △83,454

建物及び構築物（純額） 128,426 117,440

機械装置及び運搬具 776,697 754,892

減価償却累計額 △612,188 △655,751

機械装置及び運搬具（純額） 164,508 99,140

土地 20,587 20,418

建設仮勘定 17,938 17,926

その他 15,145 14,396

減価償却累計額 △13,055 △12,980

その他（純額） 2,089 1,416

有形固定資産合計 333,550 256,342

無形固定資産   

のれん 37,278 30,251

ソフトウエア 6,231 5,099

その他 464 186

無形固定資産合計 43,975 35,538

投資その他の資産   

投資有価証券 1,927 1,806

長期前渡金 34,081 48,732

長期前払費用 5,322 5,291

繰延税金資産 42,011 28,175

その他 3,232 2,118

貸倒引当金 △1,599 △916

投資その他の資産合計 84,975 85,208

固定資産合計 462,501 377,088

資産合計 662,882 561,777
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,898 24,081

短期借入金 87,139 88,221

リース債務 10,210 9,439

未払法人税等 467 915

賞与引当金 3,277 2,925

設備関係支払手形及び設備関係未払金 4,327 1,613

その他 13,931 19,160

流動負債合計 143,252 146,358

固定負債   

長期借入金 173,251 146,155

リース債務 29,018 21,063

繰延税金負債 171 47

再評価に係る繰延税金負債 1,784 1,784

退職給付引当金 17,979 19,297

その他 12,500 10,927

固定負債合計 234,706 199,275

負債合計 377,959 345,633

純資産の部   

株主資本   

資本金 114,107 114,107

資本剰余金 89,291 89,291

利益剰余金 67,492 1,883

自己株式 △7 △8

株主資本合計 270,883 205,274

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,079 852

繰延ヘッジ損益 － 29

土地再評価差額金 2,252 2,252

為替換算調整勘定 △9,934 △12,012

評価・換算差額等合計 △6,602 △8,878

少数株主持分 20,642 19,748

純資産合計 284,923 216,143

負債純資産合計 662,882 561,777
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 218,217 276,962

売上原価 273,836 254,490

売上総利益又は売上総損失（△） △55,619 22,471

販売費及び一般管理費 30,883 30,903

営業損失（△） △86,502 △8,431

営業外収益   

受取利息 109 70

受取配当金 21 42

為替差益 199 －

固定資産売却益 14 45

助成金収入 951 105

受取保険金 163 63

貸倒引当金戻入額 － 273

その他 439 269

営業外収益合計 1,900 871

営業外費用   

支払利息 4,496 4,717

為替差損 － 1,217

減価償却費 23,990 11,793

固定資産除売却損 597 406

その他 1,111 461

営業外費用合計 30,195 18,597

経常損失（△） △114,797 △26,158

特別損失   

事業構造改善費用 15,092 23,000

特別損失合計 15,092 23,000

税金等調整前当期純損失（△） △129,889 △49,158

法人税、住民税及び事業税 695 864

法人税等還付税額 △154 －

法人税等調整額 △27,162 15,979

法人税等合計 △26,622 16,844

少数株主損失（△） △2,795 △415

当期純損失（△） △100,472 △65,587
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 114,107 114,107

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 114,107 114,107

資本剰余金   

前期末残高 89,291 89,291

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 89,291 89,291

利益剰余金   

前期末残高 171,186 67,492

当期変動額   

剰余金の配当 △3,221 －

当期純損失（△） △100,472 △65,587

連結範囲の変動 － △20

当期変動額合計 △103,694 △65,608

当期末残高 67,492 1,883

自己株式   

前期末残高 △6 △7

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △7 △8

株主資本合計   

前期末残高 374,578 270,883

当期変動額   

剰余金の配当 △3,221 －

当期純損失（△） △100,472 △65,587

連結範囲の変動 － △20

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △103,695 △65,609

当期末残高 270,883 205,274

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △7 1,079

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,086 △226

当期変動額合計 1,086 △226

当期末残高 1,079 852

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 29

当期変動額合計 1 29

当期末残高 － 29
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31日) 

土地再評価差額金   

前期末残高 2,252 2,252

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,252 2,252

為替換算調整勘定   

前期末残高 △11,014 △9,934

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,080 △2,078

当期変動額合計 1,080 △2,078

当期末残高 △9,934 △12,012

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △8,770 △6,602

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,168 △2,276

当期変動額合計 2,168 △2,276

当期末残高 △6,602 △8,878

少数株主持分   

前期末残高 23,713 20,642

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,071 △894

当期変動額合計 △3,071 △894

当期末残高 20,642 19,748

純資産合計   

前期末残高 389,521 284,923

当期変動額   

剰余金の配当 △3,221 －

当期純損失（△） △100,472 △65,587

連結範囲の変動 － △20

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △903 △3,170

当期変動額合計 △104,598 △68,779

当期末残高 284,923 216,143
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１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損失（△） △129,889 △49,158

減価償却費 122,868 78,182

のれん償却額 3,037 3,037

事業構造改善費用 15,092 23,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 503 △575

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,747 △333

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,359 1,326

受取利息及び受取配当金 △131 △112

支払利息 4,496 4,717

固定資産除売却損益（△は益） 586 361

売上債権の増減額（△は増加） 4,941 △10,098

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,191 63

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,814 94

仕入債務の増減額（△は減少） △9,178 1,913

その他の流動負債の増減額（△は減少） △81 △2,718

その他 △8,907 △15,316

小計 15,956 34,381

利息及び配当金の受取額 131 112

利息の支払額 △4,140 △4,749

法人税等の支払額 △4,401 △556

法人税等の還付額 154 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,700 29,188

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △75,565 △13,083

有形固定資産の売却による収入 88 124

その他 △491 942

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,968 △12,017

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） △20,005 7,838

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △8,000 －

長期借入れによる収入 139,896 －

長期借入金の返済による支出 △55,382 △33,555

セール・アンド・リースバック取引による収入 43,100 1,697

リース債務の返済による支出 △8,533 △10,324

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △3,221 －

少数株主への配当金の支払額 △1,006 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 86,844 △34,344

現金及び現金同等物に係る換算差額 244 △600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18,820 △17,773

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △126

現金及び現金同等物の期首残高 52,955 71,776

現金及び現金同等物の期末残高 71,776 53,876
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（５）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

①連結の範囲に関する事項 

ａ．連結子会社の数 16社 

主要な連結子会社名 

SUMCO TECHXIV株式会社、ジャパンスーパークォーツ株式会社、SUMCOソーラー株式会社、SUMCO Phoenix 

Corporation、SUMCO Europe Sales Plc、PT. SUMCO Indonesia、FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION 

なお、前連結会計年度において当社の連結子会社でありましたSUMCO TECHXIV EUROPE N.V.は現在

清算中であり、かつ全体としても重要性がなくなったため連結の範囲から除外しております。 

 

ｂ．非連結子会社の数 ６社 

非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、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）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため除外して

おります。 

 

②持分法の適用に関する事項 

持分法適用の非連結子会社及び関連会社はありません。 

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社数は６社であり、いずれも当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）に与える影響は軽徴であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外しております。 

 

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、決算日が連結決算日と異なる会社は在外連結子会社９社であり、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 

ａ．重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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）を採用しております。 

時価のないもの 

主として、移動平均法による原価法を採用しております。 

ロ．デリバティブ 

時価法を採用しております。 

ハ．たな卸資産 

主として、総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。 

 

ｂ．重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ．有形固定資産（リース資産を除く） 

主として、建物は定額法、その他の資産は定率法を採用しております。 

耐用年数は、建物及び構築物は主として31年、機械装置及び運搬具は主として５年であります。 

ロ．無形固定資産（リース資産を除く） 

ソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。 
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ハ．リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が平成20年１月31日以前の所有権移転外ファイナンス・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。 

 

ｃ．重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

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検討し、回収不能見込額を計上しております。 

ロ．賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当連結会計年度の負担額を計上しており

ます。 

ハ．役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込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及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年度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。 

過去勤務債務は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により発生時から費用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の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

定額法で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。 

 

 

ｄ．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、各社の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、在外子会社の資産及び負債は、各社の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。 

 

ｅ．重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理をしております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては

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 

借入金に係る市場金利変動リスクを回避するため金利スワップ取引を、外貨建取引の為替変動リ

スクを回避するため為替予約取引を行っております。 

ハ．ヘッジ方針 

主として当社の市場リスク管理方針に基づき、市場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。市場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。また、為替変動リスクについては、売上見込額の範囲内で為替予約を行っ

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・通貨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、ヘッジの有効性の評価は省略しております。 

 

ｆ．その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 
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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。 

 

⑥のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれんは15年～20年間で均等償却しております。 

 

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ヶ月以内に満期日または償還日の到来する短期投資からなっております。 

 

 

（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 

 

［会計方針の変更］ 

（「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）の適用） 

当連結会計年度より、 「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第

19号 平成20年７月31日）を適用しております。 

なお、これによる損益への影響はありません。 

 

［表示方法の変更］ 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入

額」は、当連結会計年度において営業外収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は41百万円であります。 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項 
 
（連結貸借対照表関係） 

（百万円） 

 
前連結会計年度 

（平成22年１月31日）
当連結会計年度 

（平成23年１月31日） 

①非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資その他の資産   

投資有価証券（株式） 87 210 

その他（出資金） 55 55 

②有形固定資産の減価償却累計額 701,679 752,187 

③担保に供している資産   

建物及び構築物 6,167 5,117 

機械装置及び運搬具 6,169 3,103 

   

対応している債務   

長期借入金 5,415 5,282 

（内、１年内返済予定額） ( － ) (480) 

④偶発債務   

債務保証   

従業員 1,523 1,275 

⑤土地の再評価   

当社は土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、被

合併会社において、事業用土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政

令第119号）第２条第３号に定める固定資産税評価額に合理

的な調整を行って算定しております。 

再評価を行った年月日 平成12年３月31日 

再評価を行った土地の期末における時価と 

再評価後の帳簿価額との差額 △3,204 △3,369 

⑥連結会計年度末日満期手形の会計処理 

各社の期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しており

ます。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日

満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。 

受取手形 0 － 

支払手形 154 － 

設備関係支払手形 12 － 
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（連結損益計算書関係） 

（百万円） 

 
前連結会計年度 

（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日）

当連結会計年度 
（自 平成22年２月１日 
至 平成23年１月31日） 

①販売費及び一般管理費の主な費用及び金額  

製品発送費 3,524 4,423 

販売手数料 1,805 2,307 

給与手当及び賞与 5,723 5,556 

減価償却費 1,271 1,087 

研究開発費 7,642 6,754 

リース料・賃借料 1,099 993 

のれん償却額 3,037 3,037 

貸倒引当金繰入額 547 － 

 

②営業外費用の内容 

（減価償却費） 

300mmウェーハ製造設備を中心に、稼動可能状態にあるものの稼動に至っていない機械装置について、

償却をしたものであります。 

 

③特別損失の内容 

（事業構造改善費用） 

前連結会計年度（自 平成21年２月１日  至 平成22年１月31日） 

主に「事業構造再編プラン」における小径ウェーハ生産体制の再編により発生した費用であり、そ

の内容は市場規模の縮小に合わせ生産能力を引き下げることによる除却予定資産の臨時償却6,702百

万円、生産体制の再編により遊休化する建物及び機械装置等の減損損失4,698百万円、及び除却予定

資産の撤去費見積り等3,691百万円であります。 

なお、減損損失の内容は次のとおりであります。 

 

ａ．減損損失を計上した資産グループの概要 

会社名 場所 用途 種類 

株式会社ＳＵＭＣＯ 佐賀県 杵島郡 

遊休資産 

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

ソフトウェア 

その他 

 佐賀県 伊万里市 

 山形県 米沢市 

SUMCO TECHXIV株式会社 長崎県 大村市 

 宮崎県 宮崎市 

 

（株）ＳＵＭＣＯ （3436）　平成23年1月期 決算短信

－ 19 －



ｂ．減損損失の計上に至った経緯 

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、遊休資産につ

いては個別単位でグルーピングを行っております。 

上記の遊休資産については、「事業構造再編プラン」に基づき遊休化する資産であり、帳簿価額

を回収可能価額まで減損しました。 

遊休資産の回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュフローが見込め

ないため、回収可能価額は無いものとしております。 

 

ｃ．減損損失の金額 

種類 
金額 

(百万円) 

建物及び構築物 2,491 

機械装置及び運搬具 2,188 

ソフトウェア 4 

その他 14 

 

 

当連結会計年度（自 平成22年２月１日  至 平成23年１月31日） 

｢収益基盤強化策｣ に基づき発生した費用であり、その内容は、生産体制の再編等による減損損失 

8,735百万円、希望退職の募集に係る割増退職金 5,603百万円、のれん償却額 3,989百万円、貯蔵品

廃却等 4,671百万円であります。 

なお、減損損失の内容は次のとおりであります。 

 

ａ．減損損失を計上した資産グループの概要 

会社名 場所 用途 種類 

株式会社ＳＵＭＣＯ 佐賀県 杵島郡 

遊休資産 

建物及び構築物 

機械装置及び運搬具 

土地 

ソフトウェア 

その他 

 兵庫県 朝来市 

 兵庫県 尼崎市 

SUMCO TECHXIV株式会社 長崎県 大村市 

SUMCO Phoenix 

Corporation 

米国 オハイオ州 

シンシナティ 

株式会社ＳＵＭＣＯ 山形県 米沢市 太陽電池用ウェ

ーハ製造設備  佐賀県 伊万里市 
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ｂ．減損損失の計上に至った経緯 

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、遊休資産につ

いては個別単位でグルーピングを行っております。 

上記において、遊休資産については生産体制の再編等により遊休化する資産であるため、帳簿価

額を回収可能価額まで減損しました。 

太陽電池用ウェーハ製造設備については将来の収益性を検討した結果、帳簿価額を回収可能価額

まで減損しました。 

回収可能価額の算定に当たっては使用価値または正味売却価額により測定しております。 

遊休資産のうち、土地については路線価等を基に算定した正味売却価額により測定しており、そ

れ以外の遊休資産については使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込

めないため、回収可能価額は無いものとしております。 

また、太陽電池用ウェーハ製造設備については、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを5.2％で割り引いて算定しております。 

 

ｃ．減損損失の金額 

種類 
金額 

(百万円) 

建物及び構築物 2,405 

機械装置及び運搬具 4,945 

土地 1,301 

ソフトウェア 65 

その他 17 

 

 

また、のれん償却額については、個別財務諸表においてSUMCO TECHXIV(株)株式について評価減を

行ったことに伴い計上したものであります。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

 

前連結会計年度（自 平成21年２月１日  至 平成22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 

株式の種類 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 257,751 － － 257,751 

合計 257,751 － － 257,751 

自己株式     

普通株式（注） 3 0 － 3 

合計 3 0 － 3 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
 

②新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 
 

③配当に関する事項 

ａ．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21年４月28日 
定時株主総会 

普通株式 3,221 12.50 平成21年１月31日 平成21年４月30日

 
ｂ．基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 
該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成22年２月１日  至 平成23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 

株式の種類 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 257,751 － － 257,751 

合計 257,751 － － 257,751 

自己株式     

普通株式（注） 3 0 － 4 

合計 3 0 － 4 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
 

②新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 
 

③配当に関する事項 

ａ．配当金支払額 
該当事項はありません。 

 
ｂ．基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

無配とさせていただく予定であります。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（百万円） 

 

前連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日）

当連結会計年度 
（自 平成22年２月１日 
至 平成23年１月31日）

①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 

現金及び預金勘定 71,776 53,876 

現金及び現金同等物 71,776 53,876 

 
 

（セグメント情報） 

 

①事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成21年2月1日 至平成22年1月31日）及び当連結会計年度（自平成22年2月１日 

至平成23年1月31日）において、当社グループの事業は「高純度シリコン」のみの単一セグメントである

ため、事業の種類別セグメントの記載は省略しております。 

 

②所在地別セグメント情報 

 

前連結会計年度（自平成21年２月１日 至平成22年１月31日） 

 
日本 

（百万円）
北米 

（百万円）
アジア 

（百万円）
欧州 

（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 152,717 25,458 26,897 13,144 218,217 － 218,217

（２）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

87,810 9,486 4,951 23 102,271 △102,271 －

計 240,527 34,944 31,848 13,167 320,489 △102,271 218,217

営業費用 310,770 39,328 37,150 13,146 400,396 △95,676 304,719

営業利益（又は営業損失(△)） △70,242 △4,383 △5,301 21 △79,907 △6,595 △86,502

Ⅱ．資産 520,204 31,607 66,198 5,266 623,275 39,606 662,882

（注）１．国又は地域は、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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 
（１）北米  米国 
（２）アジア  インドネシア、シンガポール、台湾 
（３）欧州  英国、ベルギー 
なお、SUMCO TECHXIV EUROPE N.V.（ベルギー）は清算中のため、現在、営業活動を行っておりま
せん。 

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8,569百万円であり、
その主なものは研究開発費であります。 

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64,897百万円であり、その主なも
のは現金及び預金等であります。 
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当連結会計年度（自平成22年２月１日 至平成23年１月31日） 

 
日本 

（百万円）
北米 

（百万円）
アジア 

（百万円）
欧州 

（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 193,379 29,235 36,640 17,705 276,962 － 276,962

（２）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

115,171 9,461 6,132 － 130,765 △130,765 －

計 308,551 38,697 42,773 17,705 407,728 △130,765 276,962

営業費用 308,971 39,009 42,911 17,525 408,419 △123,024 285,394

営業利益（又は営業損失(△)） △419 △312 △138 180 △690 △7,741 △8,431

Ⅱ．資産 449,105 25,786 62,086 5,542 542,520 19,256 561,777

（注）１．国又は地域は、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国又は地域の内訳は次のとおりであります。 
（１）北米  米国 
（２）アジア  インドネシア、シンガポール、台湾 
（３）欧州  英国 
なお、当連結会計年度よりSUMCO TECHXIV EUROPE N.V.を連結の範囲から除外したことに伴い、欧
州の区分からベルギーを除いております。 

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7,649百万円であり、
その主なものは研究開発費であります。 

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47,463百万円であり、その主なも
のは現金及び預金等であります。 

 
③海外売上高 

 

前連結会計年度（自平成21年２月１日 至平成22年１月31日） 

 北米 アジア 欧州他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 31,954 82,878 17,612 132,445

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 218,217

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 14.6 38.0 8.1 60.7

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する国又は地域の主な内訳は次のとおりであります。 
（１）北米  米国他 
（２）アジア 韓国、シンガポール、台湾、中国、マレーシア他 
（３）欧州他 アイルランド、イスラエル、イタリア、ドイツ、フランス他 

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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当連結会計年度（自平成22年２月１日 至平成23年１月31日） 

 北米 アジア 欧州他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 35,125 122,970 21,338 179,435

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 276,962

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 12.7 44.4 7.7 64.8

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する国又は地域の主な内訳は次のとおりであります。 
（１）北米  米国他 
（２）アジア 韓国、シンガポール、台湾、中国、マレーシア他 
（３）欧州他 アイルランド、イスラエル、イタリア、ドイツ、フランス他 

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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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成22年１月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年１月31日） 

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 

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 
 

繰延税金資産 

税務上の繰越欠損金 42,526百万円

固定資産 19,180 

退職給付引当金 7,142 

たな卸資産 4,479 

賞与引当金 1,116 

台湾税制投資控除 1,921 

その他 5,013 

繰延税金資産 小計 81,381百万円

評価性引当額 △32,101 

繰延税金資産 合計 49,279百万円

 

繰延税金負債 

子会社株式 △1,114百万円

その他 △118 

繰延税金負債 合計 △1,233百万円

 

繰延税金資産（負債）の純額 48,046百万円

 

再評価に係る繰延税金負債 △1,784百万円
  

繰延税金資産 

税務上の繰越欠損金 55,599百万円

固定資産 24,289 

退職給付引当金 7,674 

たな卸資産 1,970 

台湾税制投資控除 1,815 

賞与引当金 915 

その他 4,500 

繰延税金資産 小計 96,764百万円

評価性引当額 △63,547 

繰延税金資産 合計 33,216百万円

 

繰延税金負債 

子会社株式 △1,114百万円

その他 △191 

繰延税金負債 合計 △1,305百万円

 

繰延税金資産（負債）の純額 31,911百万円

 

再評価に係る繰延税金負債 △1,784百万円

  

②法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

②法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 

法定実効税率 △40.1％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

0.1 

のれん償却額 0.9 

評価性引当額 16.6 

在外子会社との税率差異 1.4 

その他 0.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △20.5％

法定実効税率 △40.1％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項
目 

0.2 

のれん償却額 5.7 

評価性引当額 67.2 

在外子会社との税率差異 0.9 

その他 0.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.3％
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（退職給付関係） 

①採用している退職給付制度の概要 

当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度である退職一時金制度及び確定給付年金制度と確定

拠出年金制度を設けております。また、従業員の退職に際して特別退職金を支払う場合があります。 

 

②退職給付債務及びその内訳 

  前連結会計年度 
（平成22年１月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年１月31日） 

（ａ）退職給付債務（百万円） △35,152  △36,756  

（ｂ）年金資産（百万円） 13,549  14,237  

（ｃ）未積立退職給付債務(a)＋(b)（百万円） △21,603  △22,518  

（ｄ）未認識数理計算上の差異（百万円） 3,199  2,931  

（ｅ）未認識過去勤務債務（百万円） 424  290  

（ｆ）退職給付引当金(c)＋(d)＋(e)（百万円） △17,979  △19,297  

 （注）一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

③退職給付費用の内訳 

  
前連結会計年度 

（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年２月１日 
至 平成23年１月31日） 

（ａ）勤務費用（百万円） 2,339  2,392  

（ｂ）利息費用（百万円） 662  691  

（ｃ）期待運用収益（百万円） △293  △335  

（ｄ）
数理計算上の差異の費用処理額 
（百万円） 

557  476  

（ｅ）過去勤務債務の費用処理額（百万円） 133  133  

（ｆ）その他（百万円） 253  349  

（ｇ）
退職給付費用(a)＋(b)＋(c)＋(d) 

＋(e)＋(f）（百万円） 
3,653  3,708  

 
 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （注）１．簡便法を採用してい
る連結子会社の退職
給付用は「（１）勤務
費用」に計上しており
ます 

２．「（６）その他」に
は、主として確定拠
出年金への掛金拠出
額を計上しておりま
す。 

３．上記退職給付費用以
外に割増退職金254
百万円を連結損益計
算書の特別損失「事
業構造改善費用」に
含めて計上しており
ます。 

（注）１．簡便法を採用してい
る連結子会社の退職
給付用は「（１）勤務
費用」に計上しており
ます。 

２．「（６）その他」に
は、主として確定拠
出年金への掛金拠出
額を計上しておりま
す。 

３．上記退職給付費用以
外に割増退職金
5,603百万円を連結
損益計算書の特別損
失「事業構造改善費
用」に含めて計上し
ております。 

（株）ＳＵＭＣＯ （3436）　平成23年1月期 決算短信

－ 27 －



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22年１月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年１月31日） 

退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準 期間定額基準 

割引率 2.0％ 2.0％ 

期待運用収益率 2.5％ 2.5％ 

過去勤務債務の額の処理年数 10年 10年 

数理計算上の差異の処理年数 10年 10年 

 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成21年2月1日 
至 平成22年1月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年2月1日 
至 平成23年1月31日） 

 

１株当たり純資産額 1,025円35銭

１株当たり当期純損失金額(△) △389円81銭
  

１株当たり純資産額 761円97銭

１株当たり当期純損失金額(△) △254円46銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在
株式がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在
株式がないため記載しておりません。 

 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年２月１日 
至 平成23年１月31日） 

当期純損失(△)（百万円） △100,472 △65,587 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純損失(△)（百万円） △100,472 △65,587 

期中平均株式数（株） 257,748,187 257,747,532 

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めな
かった潜在株式の概要 

────── ────── 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者情報、金融商品、有価証券、デリバティブ取引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考えられるため開示を省略しております。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年１月31日) 

当事業年度 
(平成23年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 61,759 45,153

売掛金 39,680 47,499

商品及び製品 6,516 8,395

仕掛品 10,449 10,791

原材料及び貯蔵品 23,167 18,490

前渡金 2,847 3,340

前払費用 645 659

繰延税金資産 6,055 3,548

短期貸付金 69,210 59,736

未収入金 1,634 1,862

その他 801 758

貸倒引当金 △2,014 △152

流動資産合計 220,753 200,084

固定資産   

有形固定資産   

建物 132,643 130,384

減価償却累計額 △36,078 △41,366

建物（純額） 96,565 89,017

構築物 7,346 7,328

減価償却累計額 △3,600 △3,937

構築物（純額） 3,745 3,390

機械及び装置 447,858 439,494

減価償却累計額 △342,616 △377,727

機械及び装置（純額） 105,241 61,766

車両運搬具 1,068 1,071

減価償却累計額 △843 △956

車両運搬具（純額） 225 115

工具、器具及び備品 4,910 4,715

減価償却累計額 △4,159 △4,207

工具、器具及び備品（純額） 750 508

土地 15,752 14,496

リース資産 622 622

減価償却累計額 △165 △289

リース資産（純額） 457 333

建設仮勘定 10,683 10,044

有形固定資産合計 233,423 179,673

無形固定資産   

ソフトウエア 4,882 3,998

その他 219 178

無形固定資産合計 5,101 4,176
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年１月31日) 

当事業年度 
(平成23年１月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,706 1,503

関係会社株式 109,797 74,697

関係会社出資金 55 55

従業員に対する長期貸付金 8 4

関係会社長期貸付金 3,000 －

破産更生債権等 566 230

長期前渡金 27,398 43,155

長期前払費用 4,559 4,632

繰延税金資産 35,817 22,461

その他 876 830

貸倒引当金 △566 △230

投資その他の資産合計 183,219 147,341

固定資産合計 421,743 331,191

資産合計 642,497 531,275

負債の部   

流動負債   

買掛金 22,157 21,512

短期借入金 86,003 92,654

リース債務 8,426 8,779

賞与引当金 2,138 1,734

未払金 4,119 9,176

未払費用 2,586 1,455

未払法人税等 159 242

前受金 11 1

預り金 279 238

預り保証金 1,503 2,163

設備関係未払金 3,555 851

流動負債合計 130,941 138,812

固定負債   

長期借入金 167,468 141,353

リース債務 28,350 20,394

長期預り保証金 11,196 8,767

再評価に係る繰延税金負債 1,784 1,784

退職給付引当金 11,265 12,068

その他 112 103

固定負債合計 220,177 184,472

負債合計 351,118 323,284
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年１月31日) 

当事業年度 
(平成23年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 114,107 114,107

資本剰余金   

資本準備金 86,046 86,046

その他資本剰余金 3,245 3,245

資本剰余金合計 89,292 89,292

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 84,661 1,450

利益剰余金合計 84,661 1,450

自己株式 △7 △8

株主資本合計 288,053 204,841

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,072 866

繰延ヘッジ損益 － 29

土地再評価差額金 2,252 2,252

評価・換算差額等合計 3,325 3,148

純資産合計 291,378 207,990

負債純資産合計 642,497 531,275
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 183,222 232,649

売上原価   

製品期首たな卸高 6,879 6,516

当期製品製造原価 166,571 155,484

当期製品仕入高 49,526 63,526

合計 222,977 225,527

他勘定振替高 1,183 995

製品期末たな卸高 6,516 8,395

製品売上原価 215,277 216,136

売上総利益又は売上総損失（△） △32,055 16,513

販売費及び一般管理費 21,148 21,161

営業損失（△） △53,203 △4,647

営業外収益   

受取利息 871 624

受取配当金 1,562 339

為替差益 305 －

助成金収入 590 －

その他 519 417

営業外収益合計 3,849 1,382

営業外費用   

支払利息 4,207 4,529

為替差損 － 961

固定資産除売却損 525 308

減価償却費 18,778 7,988

その他 878 179

営業外費用合計 24,389 13,968

経常損失（△） △73,742 △17,233

特別損失   

関係会社株式評価損 － 35,099

事業構造改善費用 7,628 15,001

特別損失合計 7,628 50,100

税引前当期純損失（△） △81,371 △67,334

法人税、住民税及び事業税 49 37

法人税等還付税額 △154 －

法人税等調整額 △32,506 15,838

法人税等合計 △32,610 15,875

当期純損失（△） △48,760 △83,210
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 114,107 114,107

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 114,107 114,107

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 86,046 86,046

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 86,046 86,046

その他資本剰余金   

前期末残高 3,245 3,245

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,245 3,245

資本剰余金合計   

前期末残高 89,292 89,292

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 89,292 89,292

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 136,643 84,661

当期変動額   

剰余金の配当 △3,221 －

当期純損失（△） △48,760 △83,210

当期変動額合計 △51,982 △83,210

当期末残高 84,661 1,450

自己株式   

前期末残高 △5 △7

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △7 △8

株主資本合計   

前期末残高 340,037 288,053

当期変動額   

剰余金の配当 △3,221 －

当期純損失（△） △48,760 △83,210

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △51,984 △83,211

当期末残高 288,053 204,841
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成23年１月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 0 1,072

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,072 △206

当期変動額合計 1,072 △206

当期末残高 1,072 866

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 29

当期変動額合計 1 29

当期末残高 － 29

土地再評価差額金   

前期末残高 2,252 2,252

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,252 2,252

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,251 3,325

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,074 △176

当期変動額合計 1,074 △176

当期末残高 3,325 3,148

純資産合計   

前期末残高 342,288 291,378

当期変動額   

剰余金の配当 △3,221 －

当期純損失（△） △48,760 △83,210

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,074 △176

当期変動額合計 △50,909 △83,388

当期末残高 291,378 207,990
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）個別財務諸表に関する注記事項 

 

（損益計算書関係） 

①特別損失の内容 

 

（関係会社株式評価損） 

当事業年度（自 平成22年２月１日  至 平成23年１月31日） 

当社の連結子会社であるSUMCO TECHXIV(株)株式の評価減であります。 

 

（事業構造改善費用） 

当事業年度（自 平成22年2月１日  至 平成23年1月31日） 

｢収益基盤強化策｣ に基づき発生した費用であり、その内容は、生産体制の再編等による減損損失 

7,059百万円、希望退職の募集に係る割増退職金 4,347百万円、貯蔵品廃却等 3,594百万円でありま

す。 

なお、減損損失の内容は次のとおりであります。 

 

ａ．減損損失を計上した資産グループの概要 

場所 用途 種類 

佐賀県 杵島郡 

遊休資産 

建物 
構築物 
機械及び装置 
車両運搬具 
工具、器具及び備品 
土地 
ソフトウェア 

兵庫県 朝来市 

兵庫県 尼崎市 

山形県 米沢市 太陽電池用ウェーハ

製造設備 佐賀県 伊万里市 

 

ｂ．減損損失の計上に至った経緯 

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、遊休資産につ

いては個別単位でグルーピングを行っております。 

上記において、遊休資産については生産体制の再編等により遊休化する資産であるため、帳簿価

額を回収可能価額まで減損しました。 

太陽電池用ウェーハ製造設備については将来の収益性を検討した結果、帳簿価額を回収可能価額

まで減損しました。 

回収可能価額の算定に当たっては使用価値または正味売却価額により測定しております。 

遊休資産のうち、土地については路線価を基に算定した正味売却価額により測定しており、それ

以外の遊休資産については使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込め

ないため、回収可能価額は無いものとしております。 

また、太陽電池用ウェーハ製造設備については、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを5.2％で割り引いて算定しております。 
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ｃ．減損損失の金額 

種類 金額 
(百万円) 

建物 2,121 

構築物 31 

機械及び装置 3,581 

車両運搬具 7 

工具、器具及び備品 12 

土地 1,256 

ソフトウェア 50 
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６．その他 

（１）役員の異動 

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

 

１）取締役・監査役人事（4月27日開催定時株主総会付議予定） 

  ①取締役人事  （ ）は現職 

＜新任取締役候補者＞ 

   ・平本
ひらもと

 一男
か ず お

 （執行役員 生産・技術本部副本部長） 

 

  ＜退任予定取締役＞ 

   ・松尾
ま つ お

 公仁
きみひと

 （取締役 専務執行役員） 

 

  ②監査役人事  （ ）は現職 

  ＜新任監査役候補者＞ 

   ・吉川
よしかわ

 博
ひろし

 （ソーラー事業部 ソーラー企画部長） 

 

  ＜退任予定監査役＞ 

   ・福島
ふくしま

 克俊
かつとし

 

 

 

 

 

 

以 上 
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