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1.  平成25年1月期第2四半期の連結業績（平成24年2月1日～平成24年7月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年1月期第2四半期 108,662 △19.5 6,898 27.1 5,299 245.0 4,980 ―
24年1月期第2四半期 134,938 △5.2 5,426 ― 1,536 ― △1,362 ―

（注）包括利益 25年1月期第2四半期 7,627百万円 （―％） 24年1月期第2四半期 △1,543百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年1月期第2四半期 17.98 17.64
24年1月期第2四半期 △5.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年1月期第2四半期 474,075 179,400 33.9
24年1月期 436,420 126,773 25.1
（参考） 自己資本   25年1月期第2四半期  160,931百万円 24年1月期  109,406百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
（注）現時点において平成25年1月期の1株当たり配当金については未定です。 
（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、3ペ
ージの「（参考） A種種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

年間配当金
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

24年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年1月期 ― 0.00
25年1月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年 1月期の連結業績予想（平成24年 2月 1日～平成25年 1月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

通期 230,000 △6.9 15,000 ― 11,000 ― 3,000 ― 7.27



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料 P.2 「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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
の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、添付資料 P.2「連結業績予想に関する定性的情報」をご
覧ください。 
 
 平成25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します。 
 
 当社は、平成24年9月7日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料につきましては、開催後、当社ウェブ
サイトに掲載する予定です。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年1月期2Q 257,751,739 株 24年1月期 257,751,739 株
② 期末自己株式数 25年1月期2Q 4,926 株 24年1月期 4,866 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年1月期2Q 257,746,841 株 24年1月期2Q 257,747,049 株



（参考） A種種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

Ａ種種類株式

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

24年 1月期 ─

25年 1月期 0.00

25年 1月期（予想） ─

（注）現時点において平成25年1月期の1株当たり配当金については未定です。

─

─ ─

年間配当金

─ ─ ─ ─
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第2四半期連結累計期間における半導体用シリコンウェーハ市場は、スマートフォンやタブレット

などの堅調な需要により、300mmウェーハを中心に回復いたしました。 

このような事業環境のもと、当社グループは、従来からのコスト合理化に加え、本年2月2日に発表

しました「事業再生計画」に基づき、ソーラー事業から撤退し、間接費をはじめとする徹底したコスト

削減、過剰生産能力の適正化を進めております。 

以上の結果、当第2四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高108,662百万円、営

業利益は6,898百万円、経常利益は5,299百万円となりました。また、四半期純利益は4,980百万円と

なりました。 

 

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

第3四半期以降の半導体市場は、スマートフォンやタブレットなどの新商品発売による需要が期待さ

れるものの、欧州の財政危機、新興国の成長率鈍化など景気後退の影響を受け、半導体市場は調整局面

に入ることも予想されます。このため、現時点での市場予測が困難なため、業績予想の修正が必要とな

った場合には、速やかに開示いたします。 

 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、第1四半期連結会計期間から、法人税法の改正（経済社会の構造の変

化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律（平成23年法律第114号）及

び法人税施行令の一部を改正する政令（平成23年政令第379号））に伴い、平成24年4月1日以降に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。こ

れによる損益への影響は軽微であります。 

 

②①以外の会計方針の変更 

（有形固定資産の減価償却方法の変更）  

連結子会社である FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION の機械装置の減価償却方法は、従来、

定率法によっておりましたが、第1四半期連結会計期間より定額法に変更しております。 

当社グループは、平成 24 年 2 月の当社取締役会にて決議された「事業再生計画」に基づき、半導

体用シリコンウェーハ事業の生産拠点の再編に着手していることに加え、同社における増産投資が当

連結会計年度中に順次稼働を開始することを契機として、同社が製造する製品の将来需要予測を踏ま

え検討した結果、今後はより長期的かつ安定的な設備の活用が見込まれることから、第1四半期連結

会計期間より同社の減価償却方法を定額法に見直し、将来にわたり変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益はそれぞれ831百万円増加しております。 

 

③会計上の見積りの変更 

（有形固定資産の耐用年数の変更）  

連結子会社である FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION の機械装置は、従来、耐用年数を 8 年

として減価償却を行ってきましたが、第1四半期連結会計期間において「事業再生計画」の各種施策

の遂行に伴う生産拠点の再編を契機として、耐用年数を12年に見直し、将来にわたり変更しておりま
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す。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益はそれぞれ516百万円増加しております。 

 

（追加情報）会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

第 1 四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年

12月4日）を適用しております。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,464 58,714

受取手形及び売掛金 36,181 35,430

商品及び製品 15,530 14,291

仕掛品 14,527 13,838

原材料及び貯蔵品 47,095 67,321

その他 12,223 10,483

貸倒引当金 △116 △189

流動資産合計 150,906 199,890

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 98,568 97,211

機械装置及び運搬具（純額） 50,619 51,517

土地 20,178 20,185

建設仮勘定 21,769 14,702

その他（純額） 967 873

有形固定資産合計 192,104 184,491

無形固定資産   

のれん 16,868 16,040

その他 3,480 3,050

無形固定資産合計 20,348 19,090

投資その他の資産   

投資有価証券 897 929

長期前渡金 62,051 59,595

繰延税金資産 4,893 4,855

その他 5,572 5,578

貸倒引当金 △353 △356

投資その他の資産合計 73,060 70,603

固定資産合計 285,513 274,184

資産合計 436,420 474,075
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,661 24,543

短期借入金 95,693 98,878

リース債務 9,545 9,029

未払法人税等 484 309

引当金 2,452 2,318

その他 19,684 14,233

流動負債合計 154,521 149,312

固定負債   

長期借入金 118,298 113,256

リース債務 11,485 6,955

退職給付引当金 18,844 19,304

その他 6,498 5,845

固定負債合計 155,126 145,362

負債合計 309,647 294,674

純資産の部   

株主資本   

資本金 114,107 136,607

資本剰余金 89,291 15,676

利益剰余金 △82,692 18,402

自己株式 △8 △8

株主資本合計 120,697 170,677

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 149 180

繰延ヘッジ損益 10 835

土地再評価差額金 2,671 2,671

為替換算調整勘定 △14,121 △13,434

その他の包括利益累計額合計 △11,290 △9,746

少数株主持分 17,366 18,469

純資産合計 126,773 179,400

負債純資産合計 436,420 474,075
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高 134,938 108,662

売上原価 115,707 89,472

売上総利益 19,231 19,189

販売費及び一般管理費 13,804 12,290

営業利益 5,426 6,898

営業外収益   

受取利息 31 13

受取配当金 20 20

為替差益 － 68

固定資産売却益 451 40

助成金収入 15 495

その他 182 181

営業外収益合計 701 820

営業外費用   

支払利息 1,960 1,655

減価償却費 1,843 236

為替差損 208 －

その他 578 527

営業外費用合計 4,591 2,419

経常利益 1,536 5,299

特別利益   

受取補償金 － 1,057

特別利益合計 － 1,057

特別損失   

事業構造改善費用 － 460

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 560 －

災害による損失 1,269 －

特別損失合計 1,830 460

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△294 5,896

法人税等 861 344

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,155 5,552

少数株主利益 207 572

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,362 4,980
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,155 5,552

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △350 31

繰延ヘッジ損益 △251 825

為替換算調整勘定 212 1,218

その他の包括利益合計 △388 2,075

四半期包括利益 △1,543 7,627

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,952 6,524

少数株主に係る四半期包括利益 409 1,103

（株）ＳＵＭＣＯ （3436）　平成25年1月期 第2四半期決算短信

－ 7 －



 

（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成24年4月26日開催の定時株主総会における決議に基づき、平成24年4月27日をもっ

て下記のとおり資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行いました。  

 

①資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加 

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替え

ております。 

資本準備金の減少額  86,046,254,601円 

その他資本剰余金の増加額 86,046,254,601円 

 

②剰余金の処分  

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を減少させ、繰越利益剰余金に振り替えており

ます。 

その他資本剰余金の減少額 89,292,248,419円 

繰越利益剰余金の増加額 89,292,248,419円 

 

当社は、平成24年5月11日にＡ種種類株式の発行に伴う資金が払い込まれたことに伴い、下記のと

おり振り替えております。 

 

①増加した資本金及び資本準備金の額 

資本金の増加額  22,500,000,000円 

資本準備金の増加額  22,500,000,000円 

 

②減少した資本準備金の額及び増加したその他資本剰余金の額 

資本準備金の減少額  12,000,000,000円 

その他資本剰余金の増加額 12,000,000,000円 

 

③減少したその他資本剰余金の額及び増加した繰越利益剰余金の額 

その他資本剰余金の減少額  6,823,462,866円 

繰越利益剰余金の増加額  6,823,462,866円 
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（５）重要な後発事象 

（希望退職の募集について） 

当社は、平成24年 7月 26日開催の取締役会において、より強固な経営基盤を構築するため、本年2

月に公表した生産体制の再編をはじめとする「事業再生計画」における要員施策の重要な方策のひとつ

として、希望退職者の募集を行うことを決議し、8 月中旬から 8 月末にかけて募集いたしました。その

概要は下記のとおりであります。 

 

①希望退職者の募集の概要 

ａ．対象者  当社及びグループ国内関係会社従業員 

ｂ．募集期間 平成24年8月中旬募集開始、月末締切り 

ｃ．退職日  操業状況に応じて設定 

ｄ．優遇措置 所定の退職金に特別加算金を上乗せ支給する 

 

②損益に与える影響 

本募集に伴い発生する特別加算金等の費用は約65億円であり、平成25年1月期第3四半期連結会

計期間において事業構造改善費用として特別損失に計上する予定であります。 

 

 

（連結子会社の吸収合併について） 

当社は、平成24年9月7日開催の取締役会において、平成24年11月1日を効力発生日として、当社

の連結子会社であるジャパンスーパークォーツ株式会社を吸収合併することを決議いたしました。 

 

①合併の目的 

ジャパンスーパークォーツ株式会社は、当社が 100％出資する連結子会社であり、半導体用シリコ

ンウェーハの製造に欠かせない高純度石英ルツボの製造・販売を行っております。 

この度、ジャパンスーパークォーツ株式会社を吸収合併し、経営資源の集約と組織運営の効率化を

図るとともに、当社結晶成長技術とのシナジー効果を発揮することで、高純度石英ルツボの開発を強

化し、高度化する技術要求への対応力向上を図るものであります。 

 

②合併の要旨 

ａ．合併の日程 

合併決議取締役会  平成24年 9月 7日 

合併契約締結  平成24年 9月 7日 

実施予定日（効力発生日） 平成24年11月 1日 

（注）本合併は、会社法第796条第3項の規定に基づく簡易合併及び会社法第784条第1項の規定に

基づく略式合併であるため、当社及びジャパンスーパークォーツ株式会社において株主総会によ

る承認を経ずに行うものであります。 

ｂ．合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ジャパンスーパークォーツ株式会社は本合併により解散

いたします。 

ｃ．合併に係る割当ての内容 

ジャパンスーパークォーツ株式会社は、当社の 100％子会社であるため、本合併による株式の割

当て及び金銭その他の財産の交付は行いません。 

ｄ．消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債の取扱い 

ジャパンスーパークォーツ株式会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 
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③被合併法人（ジャパンスーパークォーツ株式会社）の概要 

代表者の氏名 取締役社長 佐々木 丈夫 

本店の所在地 秋田県秋田市茨島五丁目14番３号 

資本金の額  300百万円 

事業の内容  高純度石英ルツボの製造・販売 

 

④合併後の状況 

本合併に際して、当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更

はありません。 

 

⑤会計処理の概要 

本合併は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20

年12月26日）に基づき、共通支配下の取引として処理いたします。 

なお、これによる連結業績への影響は軽微であります。 

 

 

 

以 上 
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