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1. 2019年12月期第3四半期の連結業績（2019年1月1日～2019年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年12月期第3四半期 228,511 △5.8 42,459 △33.9 41,209 △34.3 28,132 △34.1

2018年12月期第3四半期 242,456 27.3 64,252 123.1 62,702 158.8 42,663 156.7

（注）包括利益 2019年12月期第3四半期　　29,003百万円 （△40.1％） 2018年12月期第3四半期　　48,439百万円 （101.3％）

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

2019年12月期第3四半期 95.92 ―

2018年12月期第3四半期 145.47 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2019年12月期第3四半期 568,940 331,452 51.8

2018年12月期 588,250 325,545 48.4

（参考）自己資本 2019年12月期第3四半期 294,668百万円 2018年12月期 284,997百万円

2. 配当の状況

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

2018年12月期 ― 30.00 ― 32.00 62.00

2019年12月期 ― 25.00 ―

2019年12月期（予想） 10.00 35.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

3. 2019年12月期の連結業績予想（2019年 1月 1日～2019年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 297,500 △8.5 49,400 △42.0 47,700 △42.6 32,100 △45.2 109.45

（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、翌四半期累計期間の業績予想を開示する方針としております。詳細は添付資料2ぺージの「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）連結業績
予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。



※ 注記事項

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（注）詳細は添付資料7ぺージの「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2019年12月期3Q 293,285,539 株 2018年12月期 293,285,539 株

② 期末自己株式数 2019年12月期3Q 7,635 株 2018年12月期 7,575 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2019年12月期3Q 293,277,933 株 2018年12月期3Q 293,278,113 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、実際の業績等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及
び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料2ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）連結業績予想などの将来予測情報
に関する説明」をご覧ください。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）

　当社は、2019年11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、開催後速やかに当

社ウェブサイトに掲載する予定です。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第3四半期連結会計期間における半導体用300mmシリコンウェーハ市場は、ロジック向けは回復し

たものの、市場の過半を占めるメモリー向けで顧客の在庫調整が継続しました。また、200mm以下の小

口径ウェーハは世界経済成長の鈍化の影響を受け、産業・民生向けを中心に需要は停滞しました。 

このような環境のもと、当社グループでは、「SUMCOビジョン」に基づき、顧客の高精度化要求や製品

の差別化に対応した技術開発により、顧客での高いプレゼンスを維持するとともに、価格適正化による

損益の改善にも努めてまいりました。 

以上の結果、当第3四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 228,511百万円、営

業利益 42,459 百万円、経常利益 41,209 百万円となりました。また、特別利益として退職給付制度改

定益917百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は 28,132百万円となりました。 

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当年度第4四半期連結会計期間における半導体用300mmシリコンウェーハ市場は、ロジック向け需

要は堅調に回復しておりますが、メモリー向けは引き続き顧客の在庫調整が継続すると想定しており

ます。また、200mm 以下の小口径ウェーハは世界経済成長の鈍化の影響を受け産業・民生向けを中心

に需要は引き続き停滞すると予想しております。 

なお、引き続き米中貿易摩擦等によるウェーハ需要への影響が懸念されます。 

このような市場環境のもと、当社グループでは、引き続き需要増加が見込まれる 先端品の技術開

発推進による差別化を図るとともに、需要に合わせた継続的な設備増強を進めることにより、顧客要

求に応えてまいります。 

なお、当社グループが属する半導体業界は事業環境が短期間に大きく変化するという特徴があり、

長期間の合理的な予想を行うことが困難であることから、翌四半期累計期間の連結業績予想を開示す

る方針としております。 

以上に基づき、2019年12月期の連結業績予想について、下記の通り開示いたします。 

2019年12月期 連結業績予想（2019年1月1日～2019年12月31日） 

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に
帰属する 
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 

前 回 発 表 予 想（Ａ） － － － － － 

今 回 修 正 予 想（Ｂ） 297,500 49,400 47,700 32,100 109.45 

増  減  額 （Ｂ－Ａ） － － － － 

増 減 率  （％） － － － － 

（ご参考）前年実績 

（2018年12月期） 
325,059 85,165 83,068 58,580 199.74 

（注1） 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、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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

（注2） 2019 年 12月期 第 4四半期（10月～12月）の為替前提は、1米ドル＝108円としておりま
す。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2018年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(2019年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 57,900 43,457 

受取手形及び売掛金 64,979 57,406 

有価証券 21,000 17,700 

商品及び製品 15,562 19,348 

仕掛品 18,812 16,515 

原材料及び貯蔵品 153,145 149,911 

その他 8,483 7,343 

貸倒引当金 △12 △12 

流動資産合計 339,872 311,669 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 72,316 71,603 

機械装置及び運搬具（純額） 63,335 72,946 

土地 20,314 20,294 

建設仮勘定 22,597 27,068 

その他（純額） 1,073 1,600 

有形固定資産合計 179,636 193,514 

無形固定資産    

のれん 5,187 3,968 

その他 6,342 7,154 

無形固定資産合計 11,529 11,122 

投資その他の資産    

投資有価証券 102 101 

長期前渡金 38,153 36,394 

繰延税金資産 15,130 12,054 

その他 4,109 4,363 

貸倒引当金 △284 △280 

投資その他の資産合計 57,212 52,633 

固定資産合計 248,378 257,270 

資産合計 588,250 568,940 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(2018年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(2019年９月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 27,932 23,613 

短期借入金 33,107 26,194 

リース債務 1,022 696 

未払法人税等 6,493 3,259 

引当金 2,043 3,985 

その他 43,117 24,283 

流動負債合計 113,716 82,033 

固定負債 

長期借入金 118,598 125,834 

リース債務 643 349 

退職給付に係る負債 24,939 24,763 

その他 4,807 4,506 

固定負債合計 148,988 155,455 

負債合計 262,704 237,488 

純資産の部 

株主資本 

資本金 138,718 138,718 

資本剰余金 30,763 30,763 

利益剰余金 117,812 129,249 

自己株式 △12 △12

株主資本合計 287,282 298,719 

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 △0 △0

土地再評価差額金 2,885 2,885 

為替換算調整勘定 △1,227 △3,561

退職給付に係る調整累計額 △3,944 △3,375

その他の包括利益累計額合計 △2,285 △4,051

非支配株主持分 40,548 36,784 

純資産合計 325,545 331,452 

負債純資産合計 588,250 568,940 
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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３四半期連結累計期間）

（単位：百万円） 

前第３四半期連結累計期間 
(自 2018年１月１日 
至 2018年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2019年１月１日 
至 2019年９月30日) 

売上高 242,456 228,511 

売上原価 156,582 165,105 

売上総利益 85,874 63,405 

販売費及び一般管理費 21,621 20,945 

営業利益 64,252 42,459 

営業外収益 

受取利息 437 537 

受取配当金 40 32 

その他 197 186 

営業外収益合計 676 756 

営業外費用 

支払利息 1,124 800 

為替差損 － 403 

その他 1,102 802 

営業外費用合計 2,226 2,006 

経常利益 62,702 41,209 

特別利益 

退職給付制度改定益 － 917 

特別利益合計 － 917 

特別損失 

災害による損失 865 － 

特別損失合計 865 － 

税金等調整前四半期純利益 61,836 42,126 

法人税等 10,198 9,684 

四半期純利益 51,638 32,441 

非支配株主に帰属する四半期純利益 8,974 4,309 

親会社株主に帰属する四半期純利益 42,663 28,132 

（株）SUMCO（3436）　2019年12月期 第3四半期決算短信

－5－



（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

（単位：百万円） 

前第３四半期連結累計期間 
(自 2018年１月１日 
至 2018年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2019年１月１日 
至 2019年９月30日) 

四半期純利益 51,638 32,441 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 0 △0

繰延ヘッジ損益 △7 0

為替換算調整勘定 △1,191 △4,038

退職給付に係る調整額 △2,001 599

その他の包括利益合計 △3,199 △3,438

四半期包括利益 48,439 29,003

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 40,186 26,366 

非支配株主に係る四半期包括利益 8,252 2,636 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

(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。 

(会計方針の変更) 

１． 米国会計基準を採用している在外子会社において、「顧客との契約から生じる収益」（ASC第606

号）を第1四半期連結会計期間より適用しております。 

これにより、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換

に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識しております。 

当該会計基準の適用については、経過措置として認められている当該会計基準の適用による累

積的影響を適用開始日に認識する方法を採用し、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に

加減しております。 

この結果、第 1 四半期連結会計期間の利益剰余金の期首残高は 27 百万円増加しております。

なお、当第3四半期連結累計期間に与える損益影響は軽微であります。 

２． IFRSを採用している在外子会社において、「リース」（IFRS第16号）を第1四半期連結会計期

間より適用しております。 

これにより、原則としてすべてのリースについて、原資産を使用する権利を表す使用権資産と

リース料を支払う義務を表すリース負債を認識しております。使用権資産とリース負債を認識し

た後は、使用権資産の減価償却費及びリース負債に係る金利費用が計上されます。 

なお、四半期連結貸借対照表において、使用権資産は有形固定資産のその他に、リース負債は

リース債務に含めて表示しております。 

当該会計基準の適用については、経過措置として認められている当該会計基準の適用による累

積的影響を適用開始日に認識する方法を採用し、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に

加減しております。 

この結果、第1四半期連結会計期間の利益剰余金の期首残高は6百万円減少しております。な

お、当第3四半期連結累計期間に与える損益影響は軽微であります。 

以上 
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