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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年2月1日～平成25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12月期第2四半期 100,635 △7.4 11,853 71.8 3,740 △29.4 123 △97.5
25年1月期第2四半期 108,662 △19.5 6,898 27.1 5,299 245.0 4,980 ―

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 10,012百万円 （31.3％） 25年1月期第2四半期 7,627百万円 （―％）

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12月期第2四半期 △1.68 ―
25年1月期第2四半期 17.98 17.64

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 486,493 188,566 33.8
25年1月期 493,334 180,325 32.2
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  164,310百万円 25年1月期  158,746百万円

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12月期の1株当たり配当金については未定であります。 
（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、サ
マリー情報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

25年1月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
25年12月期 ― 0.00
25年12月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年 12月期の連結業績予想（平成25年 2月 1日～平成25年 12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  ：  有  
（注）当社は、平成25年4月25日に開催された定時株主総会で、「定款一部変更の件」が承認されたことを受け、平成25年度より1月31日の決算期を12月31日に
変更いたしました。従いまして、経過期間となる平成25年12月期は、平成25年2月1日から平成25年12月31日までの11ヶ月決算となるため、対前期増減率は表
示しておりません。 

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 180,000 ― 15,000 ― 5,000 ― 500 ― △2.05



(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 

(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きの対象外であり、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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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2ページの「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
当社は、平成25年4月25日に開催された定時株主総会で、「定款一部変更の件」が承認されたことを受け、平成25年度より1月31日の決算期を12月31日に変更
いたしました。従いまして、経過期間となる平成25年12月期は、平成25年2月1日から平成25年12月31日までの11ヶ月決算となります。 
 
平成25年12月期の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25年9月6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、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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
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12月期2Q 257,751,739 株 25年1月期 257,751,739 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 5,746 株 25年1月期 5,166 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 257,746,290 株 25年1月期2Q 257,746,841 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

25年 1月期 2,500,000.00
25年12月期
25年12月期（予想） －
（注）現時点において平成25年12月期の1株当たり配当金については未定であります。

－
－ －

－

年間配当金

－ － － 2,500,000.00
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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 

当社グループは、従業員全員がビジョンを共有し、高いモチベーションを持って仕事を行うよう、次

の４項目からなる「ＳＵＭＣＯビジョン」を策定し、活動しております。 

１．技術で世界一の会社 

２．景気下降局面でも赤字にならない会社 

３．社員が活き活きとした利益マインドの高い会社 

４．海外市場に強い会社 

 

当第2四半期連結累計期間におけるシリコンウェーハ市場は、パソコン関連の需要が対前年10%弱の

減少であったものの、スマートフォン・タブレットに加え、自動車や民生機器関連の需要に下支えされ、

第1四半期に比べ第2四半期は想定通りの回復となりました。 

このような環境のもと、当社グループでは、「ＳＵＭＣＯビジョン」の方針に基づき、製品の差別化

のための技術開発とコスト低減を行い、損益分岐点の改善に努めてまいりました。 

また、事業再生計画に基づき、生産集約のため生野工場200mmライン及び伊万里工場150mmラインを

７月末に閉鎖いたしました。今後とも数量成長の期待できない小口径のウェーハについては、先を見据

えたアクションプランを立案の上、適宜、これを実施していく方針であります。 

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 100,635百万円、営

業利益は 11,853百万円、経常利益は 3,740百万円となりました。また、特別損失として事業構造改善

費用 2,086百万円を計上した結果、四半期純利益は 123百万円となりました。 

 

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

下期の市場環境については、パソコン市場は上期に引き続き前年比10%程度の減少が継続しております。

また、タブレットは好調なものの、需要を牽引してきたスマートフォンは、年初の想定に反し下期に急

減な生産調整・在庫調整が行われる見通しであります。加えて、ハイエンド品のローエンド品への移行

に伴うファウンドリーのハイエンド品の急激な生産調整とローエンド品への生産品目のシフトにより、

足許のウェーハ需要は想定以上に減少してきております。しかしながら、スマートフォン・タブレット

が需要を牽引している市場構造に大きな変化はないことから、今回の調整局面は比較的短く、来年の上

期には回復すると見込んでおります。 

このような市場の急激な調整局面のもと、当社グループでは、固定費の徹底的な削減を図り、景気下

降局面でも収益を確保できる収益基盤の強化を推進してまいります。 

 

以上の結果、平成25年12月期の連結業績予想につきましては、下記の通り修正いたしました。 

 

  平成25年12月期連結業績予想（平成25年2月1日～平成25年12月31日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ） 192,000 24,000 16,000  10,000 

今回修正予想（Ｂ） 180,000 15,000 5,000  500 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △12,000 △9,000 △11,000  △9,500 

   

（注）業績予想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、実際の数値は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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２．四半期連結財務諸表 
（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25年１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,103 18,027

受取手形及び売掛金 32,457 33,436

有価証券 37,000 33,000

商品及び製品 17,030 16,262

仕掛品 11,229 12,163

原材料及び貯蔵品 84,798 104,214

その他 9,253 8,198

貸倒引当金 △131 △11

流動資産合計 226,741 225,292

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 95,488 93,983

機械装置及び運搬具（純額） 46,549 49,055

土地 20,235 20,243

建設仮勘定 16,328 13,418

その他（純額） 759 640

有形固定資産合計 179,360 177,341

無形固定資産   

のれん 15,231 14,402

その他 2,613 2,407

無形固定資産合計 17,844 16,809

投資その他の資産   

投資有価証券 118 119

長期前渡金 58,094 56,028

繰延税金資産 5,925 6,159

その他 5,619 5,131

貸倒引当金 △370 △388

投資その他の資産合計 69,387 67,050

固定資産合計 266,592 261,201

資産合計 493,334 486,493
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,658 27,309

短期借入金 125,308 96,723

リース債務 9,074 7,068

未払法人税等 236 279

引当金 2,171 2,149

その他 19,838 14,773

流動負債合計 185,287 148,305

固定負債   

長期借入金 103,150 126,108

リース債務 2,410 1,107

退職給付引当金 17,544 17,655

その他 4,614 4,750

固定負債合計 127,721 149,621

負債合計 313,008 297,927

純資産の部   

株主資本   

資本金 136,607 136,607

資本剰余金 15,676 15,676

利益剰余金 16,849 15,332

自己株式 △8 △9

株主資本合計 169,124 167,606

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 0

繰延ヘッジ損益 △3,431 △173

土地再評価差額金 2,671 2,671

在外子会社の退職給付債務調整額 － △138

為替換算調整勘定 △9,618 △5,655

その他の包括利益累計額合計 △10,378 △3,296

少数株主持分 21,579 24,255

純資産合計 180,325 188,566

負債純資産合計 493,334 486,493
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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24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年７月31日) 

売上高 108,662 100,635

売上原価 89,472 78,427

売上総利益 19,189 22,207

販売費及び一般管理費 12,290 10,354

営業利益 6,898 11,853

営業外収益   

受取利息 13 17

受取配当金 20 16

為替差益 68 －

助成金収入 495 148

受取補償金 5 63

その他 216 95

営業外収益合計 820 341

営業外費用   

支払利息 1,655 1,684

為替差損 － 5,407

その他 764 1,362

営業外費用合計 2,419 8,454

経常利益 5,299 3,740

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 2,086

特別損失合計 460 2,086

税金等調整前四半期純利益 5,896 1,654

法人税等 344 741

少数株主損益調整前四半期純利益 5,552 913

少数株主利益 572 789

四半期純利益 4,980 123
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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24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 5,552 913

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 31 △0

繰延ヘッジ損益 825 3,257

在外子会社の退職給付債務調整額 － △284

為替換算調整勘定 1,218 6,125

その他の包括利益合計 2,075 9,099

四半期包括利益 7,627 10,012

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,524 7,205

少数株主に係る四半期包括利益 1,103 2,806
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（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 

該当事項はありません。 

 

 

以上 
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