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１．平成20年１月期の連結業績（平成19年２月１日～平成20年１月31日）

(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 ％

20年１月期 117,132 － 20,980 － 23,190 － 14,139 －

19年１月期 84,257 － 14,179 － 15,128 － 8,857 －

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 ％ ％ ％

20年１月期 468.18 － 29.4 15.2 17.9

19年１月期 293.30 － 25.3 12.8 16.8

（参考）持分法投資損益    20年１月期 8百万円        19年１月期 16百万円

（注）前期に決算期を変更したため、連結会計期間は平成19年１月期が平成18年４月１日～平成19年１月31日、平成20年

１月期が平成19年２月１日～平成20年１月31日となっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。

(2）連結財政状態

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

20年１月期 176,979 85,036 32.2 1,886.89

19年１月期 128,966 54,321 30.4 1,300.09

（参考）自己資本 20年１月期 56,983百万円      19年１月期 39,262百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

20年１月期 28,149 △38,408 18,281 11,426

19年１月期 18,188 △18,779 3,031 3,364

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産
配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年１月期 8.00 8.00 16.00 483 5.5 1.4
20年１月期 25.00 25.00 50.00 1,509 10.7 3.1
21年１月期
（予想） 25.00 25.00 50.00 － 30.2 －

３．平成21年１月期の連結業績予想（平成20年２月１日～平成21年１月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 58,000 1.7 3,000 △74.8 3,500 △73.1 2,000 △70.5 66.23

通期 130,000 11.0 10,000 △52.3 11,000 △52.6 5,000 △64.6 165.56

－ 1 －



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

 

(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）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、20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」をご覧ください。

(3）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） 20年１月期 30,200,000株 19年１月期 30,200,000株

②　期末自己株式数 20年１月期 260株 19年１月期 47株

（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、35ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年１月期の個別業績（平成19年２月１日～平成20年１月31日）

(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 ％

20年１月期 90,452 － 11,036 － 12,742 － 8,265 －

19年１月期 72,450 － 8,814 － 9,537 － 8,655 －

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

20年１月期 273.69 －

19年１月期 286.60 －

（注）前期に決算期を変更したため、会計期間は平成19年１月期が平成18年４月１日～平成19年１月31日、平成20年１月

期が平成19年２月１日～平成20年１月31日となっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。
 
(2）個別財政状態

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

20年１月期 126,841 46,784 36.9 1,549.16

19年１月期 106,192 39,545 37.2 1,309.46

（参考）自己資本  20年１月期 46,784百万円 　 　19年１月期 39,545百万円

２．平成21年１月期の個別業績予想（平成20年２月１日～平成21年１月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 44,500 △2.8 500 △93.0 1,500 △80.4 1,000 △79.1 33.11

通期 97,500 7.8 3,500 △68.3 7,000 △45.1 4,500 △45.6 149.01

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は、添付資料の４ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

１．当連結会計期間の経営成績 

　当連結会計期間の国内経済は、原油価格の高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発する金融信用不安等の影

響が懸念されたものの、ＢＲＩＣｓ諸国の高成長を背景に輸出は拡大し、民間設備投資も増加する等、全体として緩

やかな回復が続きました。

　当社グループの顧客である半導体業界においては、パソコンや携帯電話、デジタル家電向けの半導体の需要増を背

景に、出荷数量は総じて堅調に推移しましたが、半導体の一部在庫調整やＤＲＡＭ価格の大幅下落などにより、出荷

金額は伸び悩みました。

　当社グループが属するシリコンウェーハ業界においては、半導体市場に連動し、ウェーハの出荷数量は面積ベース

で過去最高の水準となりましたが、期後半からはメモリーメーカーを主体とした200㎜ウェーハから300㎜ウェーハへ

の世代交代が加速し、300㎜ウエーハの旺盛な需要は継続したものの、200㎜ウェーハについては需給緩和が顕在化し

ました。

　このような事業環境のもと当社グループは、国内外の顧客ニーズにきめ細かく対応した販売活動を積極的に展開し

ました。成長著しい300㎜ウェーハについては、当社グループとして月産46万枚体制を構築すべく、工場棟の建設や生

産設備の導入などを計画に沿って着実に推進しました。200㎜ウェーハについては、アニールウェーハやエピタキシャ

ルウェーハなどの半導体の微細化に対応した高品質ウェーハを中心に商品競争力の強化を図り、ディスクリート用

ウェーハについても、顧客ニーズにマッチした商品を提供し、パワー半導体などの成長市場における拡販に努めまし

た。

　台湾子会社であるＦＳＴ（FORMOSA　SUMCO　TECHNOLOGY　CORPORATION）においては、300㎜ウェーハの量産体制の

早期立ち上げによる売上増に加え、顧客から高い評価をいただいている200㎜アニールウェーハのさらなる拡販に注力

し、業績の向上を図ることができました。また、同社は昨年12月10日をもって台湾証券取引市場へ株式上場を果たし、

名実ともに台湾を代表するウェーハメーカーとしての確たる地位を築くことができました。 

　この結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高1,171億32百万円となり、そのうち、国内は513

億５百万円、海外は658億27百万円となりました。損益面では、原材料及び諸資材の価格上昇による収益圧迫要因は

あったものの、親会社である株式会社ＳＵＭＣＯと鋭意取り組んできた資材調達の効率化や総コスト低減活動等の効

果により、営業利益209億80百万円、経常利益231億90百万円を計上しました。また、台湾子会社ＦＳＴの上場に伴い、

台湾における株価安定策の一環として、当社持分の一部を売出し、その株式売却益を特別利益に計上する一方、株式

会社ＳＵＭＣＯとのシナジー効果を発揮すべく、来年度、平塚テクニカルセンターの技術部門を同社伊万里工場へ移

転する予定としており、これに係る諸費用を特別損失に引当計上した結果、当期純利益は141億39百万円となりました。

　なお、個別（単独）の売上高は904億52百万円となり、そのうち国内は477億27百万円、海外は427億24百万円となり

ました。損益面では、営業利益110億円36百万円、経常利益127億42百万円、当期純利益82億65百万円を計上しました。

 

　当社グループの事業は、シリコンウェーハの製造・販売を事業内容とする単一事業区分であるため、事業の種類別

セグメント情報は作成しておりません。

　所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

  ①　日本

      国内は、半導体市況が好況なことにより、売上高は871億66百万円、営業利益は141億62百万円となりました。

  ②　アジア

      台湾の製造販売子会社は、300㎜ウェーハ量産体制の早期立ち上げに伴う業績寄与により、売上高は250億35百

万円、営業利益は64億40百万円となりました。

  ③　欧州

　    ベルギーの販売子会社は、売上高は49億30百万円、営業利益は３百万円となりました。
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２．次期の見通し

　今後の経済見通しについては、原油価格の高騰に伴う諸資材価格の上昇に加え、米国のサブプライムローン問題を

発端とする世界的な金融信用不安や株式市場低迷の影響が懸念され、先行き不透明な状況にあります。

　シリコンウェーハ業界においては、パソコンや携帯電話に加え、薄型テレビや携帯音楽プレーヤーなどのデジタル

家電の世界的な需要増を背景に、半導体需要は底堅く、緩やかながらも拡大基調を持続するものと思われますが、半

導体メモリー向けを主とする200㎜ウェーハの需要回復遅れが懸念されるなど、先行きは楽観視できない状況にありま

す。

　このような状況のもと、当社グループは今後も需要堅調な300㎜ウェーハを早期に主力事業とすべく生産能力の増強

投資を推進していますが、これにより販売数量の増加が見込まれる反面、設備投資や税制改正に伴う減価償却費の負

担増などが見込まれます。また、足もとのウェーハ市況における販売価格の軟調や円高傾向などの影響が想定されま

す。

　以上の環境下にあって当社グループは、ＳＵＭＣＯグループの一員として事業戦略を共有化し、研究開発・技術・

製造・販売の全ての領域においてシナジー効果を創出していくことにより、企業価値のさらなる向上を目指していき

ます。300㎜ウェーハについては、旺盛な需要に応えるべく、着実に生産能力の拡充を推し進め、200㎜ウェーハにつ

いては、アニールウェーハなどの高品質ウェーハを中心に、引き続き商品競争力の強化に努めていきます。また、ディ

スクリート用ウェーハについても、顧客の高品質化・大径化の要求にスピーディーに対応し、収益の向上を図ってい

きます。

　台湾子会社ＦＳＴにおいては、台湾、中国のマーケットを見据えた戦略的生産拠点として当社との連携を密にし、

300㎜ウェーハの生産能力の拡充を図るとともに、引き続き拡販に努めていきます。

 

　次期の業績予想につきましては、上記「次期の見通し」に基づき、決算短信（連結・単独）表紙の「平成21年１月

期の業績予想」欄に記載しましたが、次のとおりです。 

(1）連結 （百万円未満切捨て）

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  

中間期 58,000  3,000  3,500  2,000  

（前期実績） 57,007  11,895  12,991  6,776  

通期 130,000  10,000  11,000  5,000  

（前期実績） 117,132  20,980  23,190  14,139  

（参考）一株当たり予想当期純利益（通期）165円56銭 

 

(2）単独 （百万円未満切捨て）

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  

中間期 44,500  500  1,500  1,000  

（前期実績） 45,778  7,100  7,663  4,796  

通期 97,500  3,500  7,000  4,500  

（前期実績） 90,452  11,036  12,742  8,265  

 (参考）１株当たり予想当期純利益（通期）149円01銭

　　　　　なお、本業績予想における為替レートは、１米ドル＝105円を前提としています。
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(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計期間末の資産につきましては、前期末に比べ480億12百万円増加して、1,769億79百万円となりました。

主な要因は、300mm生産設備の投資による有形固定資産の増加295億54百万円及び、現金及び預金の増加65億61百万

円であります。

　負債につきましては、前期末に比べ172億97百万円増加して、919億42百万円となりました。主な要因は、300mm生

産設備の投資に伴う未払金の増加95億79百万円及び、長短借入金の増加の46億59百万円であります。

　純資産につきましては、前期末に比べ307億15百万円増加して、850億36百万円となりました。主な要因は、利益

剰余金の増加の182億66百万円、少数株主持分の増加の129億94百万円であります。

　この結果、自己資本比率は前期末の30.4％から1.8ポイント増加して、32.2％となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計期間における現金及び現金同等物は、後述の各増減要因により、114億26百万円（期首残高比80億61百

万円増）となりました。

　なお、当期のフリー・キャッシュ・フローは、△102億58百万円となりました。

(1）営業活動によるキャッシュ・フロー

　  営業活動によるキャッシュ・フローは、281億49百万円となりました。

　  主な要因は、税金等調整前当期純利益の234億70百万円、及び減価償却費の170億81百万円であります。

(2）投資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・フローは、△384億８百万円となりました。

　  主な要因は、有形固定資産の取得の△377億20百万円であります。

  (3）財務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・フローは、182億81百万円となりました。

主な要因は、短期借入金の増加49億91百万円及び、少数株主への株式の発行による収入136億49百万円でありま

す。 

 （注）１.フリー・キャッシュ・フローは、以下の計算式を使っております。

        〔フリー・キャッシュ・フロー〕＝〔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〕 

 

  　　     ２.前期に決算期を変更したため、連結会計期間は平成18年が平成18年４月１日～平成19年１月31日、平成19

年が平成19年２月１日～平成20年１月31日となっておりますので、対前年同期比は記載しておりません。

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。

 

 第60期
平成17年３月期

第61期 
平成18年３月期 

第62期
平成19年１月期

第63期
平成20年１月期

自己資本比率（％） 26.4 28.4 30.4 32.2

時価ベースの自己資本比率（％） 33.2 84.2 113.6 44.7

債務償還年数（年） 2.6 2.3 1.9 1.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 29.7 41.0 50.7 60.1

　※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

　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

４．平成19年１月期は、決算期変更に伴い10ヶ月決算となっております。平成19年１月期については、営業

キャッシュ・フローを年額に換算するため、10で除した後、12倍しております。 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主各位に対する適正な利益還元を経営の重要課題と認識し、利益配分については、再投資のための内部

資金の確保に努めつつ、業績を反映した配当をしていくことを基本方針としています。 

　平成21年１月期の期末配当の予想につきましては、上記の「次期の見通し」及び「次期の業績予想」に基づき、次

期も収益確保が見込まれますことから、中間配当金は１株当たり25円、期末配当金は１株当たり25円、年間配当金は

１株当たり50円を予定させていただきます。

(4）事業等のリスク

　経営成績及び財政状態に関する記載事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次の

ようなものがあります。

(1）商品市況変動に係る事項

　当社グループの主要商品であるシリコンウェーハは、需給変動が大変激しい半導体産業の中にあり、この環境の変

化が当社グループの事業の成果に影響を及ぼすリスクがあります。需給変動によるウェーハの販売量の減少や販売価

格の低下、あるいは半導体製造企業間の競争激化による販売価格の低下は、当社グループの業績や財政状態に悪影響

を及ぼす可能性があります。

(2）為替相場変動に係る事項

　当社グループの海外売上高比率は、平成18年３月期55.5％、平成19年１月期54.8％、平成20年１月期56.2％、と高

水準となっています。このため、外貨建売上高の一定水準を為替予約によりリスクヘッジしているものの、為替相場

の変動は当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3）原材料調達環境に係る事項

　シリコンウェーハの原材料であるポリシリコンは、需給が逼迫するとともに市場価格が上昇傾向にあります。今後

の需給動向により調達環境が著しく悪化した場合、調達量不足による生産支障や価格高騰による製造原価上昇は、当

社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4）今後の設備投資に係る事項

　300mmウェーハの製品需要が想定どおりに拡大しなかった場合や製品需要の拡大に対して設備投資自体の遅れ、また

設備計画に係る工期の遅延等が生じた場合には、経営成績及び財政状態等に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5）開発・設備投資に係る事項

　当社グループの主要商品であるシリコンウェーハは、顧客である半導体メーカーの需要動向に合わせて微細化や大

径化の対応を推進していますが、その対応のための開発・設備投資への負担や、製品需要の拡大に対して、開発・設

備投資自体の遅れが生じた場合には、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす場合があります。

(6）自然災害や事故等に係る事項

　当社グループは、各生産拠点においてでき得る限り防災対策を講じていますが、地震・台風等の自然災害や火災等

の事故が発生した場合、操業停止、設備・製品の損壊、あるいは原材料調達や製品出荷等に不測の事態を来たす可能

性があり、これにより当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、SUMCO TECHXIV株式会社（当社）、子会社３社の計４社により構成され

ております。なお、株式会社サイマックスについては、平成20年１月１日付合弁契約解消に伴う株式売却により関連会

社でなくなっております。

　主な事業は、半導体シリコンウェーハの製造及び販売、並びにこれらに付帯する研究・開発・サービス等の事業活動

を展開しております。なお、当社の親会社はシリコンウェーハの製造及び販売を主要な事業とする株式会社ＳＵＭＣＯ

で、当社は株式会社ＳＵＭＣＯグループに属しております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

＜シリコンウェーハ＞

　シリコンウェーハの製造・販売は、当社のほか、子会社のFORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION（ＦＳＴ）が行っ

ており、ほかにSUMCO TECHXIV EUROPE N.V.（ＳＴＥ）が販売を行っております。

＜その他＞

　子会社のSUMTECサービス株式会社（ＳＳＣ）は、主に当社グループ従業員に対する福利厚生サービス、当社社内向け

の保守業務及び物流業務の仲介等を行っております。

　なお、ＳＳＣの余剰資金の運用と当社の運転資金調達のために両社間で短期貸付を行っております。

　また、兄弟会社であるジャパンスーパークォーツ株式会社より高純度石英ルツボを購入しております。

［事業系統図］

　　以上に述べた事項を事業系統図に示すと次のとおりであります。

 
㈱ Ｓ Ｕ Ｍ Ｃ Ｏ 国　内　顧　客 海　外　顧　客

　ＳＵＭＴＥＣサービス㈱
　　(福利厚生サービス、
　　 設備機器メンテナンス、
　　 出荷容器の洗浄業務、
　　 物流業務受託)

Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｃ
Ｏ
 
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｘ
Ｉ
Ｖ
㈱
 

〔
製
造
・
販
売
会
社

〕

福利厚生サービス及び
保守・物流業務等受託会社

　※１
　　 ジャパンスーパークオーツ㈱
　　　(高純度石英ルツボ)

石英ルツボの製造・販売会社

親会社

国　内

福利厚生
サービス
保守・物流
業務等

資金の運用・
調達

貯蔵品

　FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY
　　  CORPORATION
　　　   (シリコンウエーハ)

　SUMCO TECHXIV
                EUROPE  N. V.
　　　　(シリコンウエーハ)

海　外

製造・販売会社

販売会社

製　品
技術供与

製　品

製　品

(注) 無印　連結子会社
　　　※ 1　兄弟会社 (親会社の子会社)

 

ＳＵＭＣＯ ＴＥＣＨＸＩＶ㈱ （５９７７） 平成 20 年１月期決算短信

－ 7 －



３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「品質」を経営の原点とし、顧客である半導体メーカーに最適な商品（シリコンウェーハ）と技

術・サービスを、スピーディーかつタイムリーに提供し、顧客の高い信頼を得るとともに、事業の収益性を高め、顧

客、株主各位および従業員にとって魅力ある企業になることを目指しています。また、企業活動を通じて社会との融

和に努めることを基本理念としています。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、ＳＵＭＣＯグループの中期ビジョンである“業容倍増”、“企業力倍増”及び“300㎜ウェーハへ

の積極的投資（ＳＵＭＣＯグループ合計で月産200万枚体制の確立）”に基づき、300㎜ウェーハ事業の収益拡大を目

標としています。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、ＳＵＭＣＯグループの一員として統合された事業戦略を共有するとともに、グループ化推進によ

り多岐に亘る相乗効果の発揮に向け、その諸活動に鋭意取り組んでいます。

  当社グループは、今後も需要の大きな伸びが見込まれる300㎜ウェーハを事業の柱として、国内並びにＦＳＴの生産

能力の増強を最優先で推進するとともに、高度化する品質要求に応えるべく技術開発や品質向上に努めていきます。

また、200㎜ウェーハの商品力強化・収益力改善とともに、安定成長が見込まれるディスクリート用ウェーハの大径化

対応による収益維持・拡大を重点施策とし、さらに経営基盤の強化を図っていきます。

　なお、300㎜ウェーハの生産能力については、国内において月産30万枚規模まで増強することを決定し諸活動を鋭意

推進しています。加えて、台湾においても月産16万枚規模まで増強することを決定し計画を推し進めており、グルー

プを挙げて生産能力の拡充を図っています。これらにより、当社グループ全体では計画どおり月産46万枚体制の構築

を目指します。 

(4）会社の対処すべき課題

 ［中長期的な課題］

１．300㎜ウェーハ事業の強化・拡大

　　①国内生産能力の増強と安定生産、及び品質向上による事業基盤の強化

　　②ＦＳＴ生産ラインの増強と安定生産、生産・販売体制の整備

　　③国内・台湾の増設余地における生産能力増強の推進検討

２．200㎜ウェーハ事業の収益改善

　　①高付加価値商品の生産・販売構成比の向上

　　②国内２工場とＦＳＴの生産効率と商品競争力の向上

　　③ＦＳＴと連携した中国始めアジア市場への販売体制の強化

３．ディスクリート用ウェーハ事業の大径化対応と収益向上

　　①宮崎工場のＦＺ商品一貫生産の生産効率向上

　  ②大径化商品の生産体制整備並びに品質向上の推進

[平成20年度の経営課題]

平成20年度は次の経営方針に全力を挙げて取り組む。

　１．グループ力の結集と総合力の発揮

　　・ＳＵＭＣＯグループとして戦略の一本化を図り、販売・技術・生産・管理の諸分野における総合力を高

　　　め、グループとしての相乗効果を発揮する。

　２．300㎜ウェーハの早期立ち上げと収益力強化

　　・300㎜ウェーハ事業を収益の柱に成長させるべく、経営資源を重点的に投入する。

　　・顧客からの旺盛な需要に応えるため、国内・台湾の生産能力の増強に全力で取り組むとともに、顧客要求

　　　に適合した技術開発を進め、早期の収益貢献及び事業基盤の強化を図る。

　３．Ｕ8分野（Ｕ8：200㎜以下）での着実な収益改善と確保

　　・200㎜以下ウェーハ製品の徹底的なコスト低減を図り、安定的な収益確保できる体制を構築する。

　４．ＴＰＭ（＝トータル・プロダクティブ・メンテナンス）活動の継続的な推進と業務のレベルアップ

　５．安全で活力のある職場作り

　６．コンプライアンスの徹底
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年１月31日）
当連結会計年度

（平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   3,364   9,926  

２．受取手形及び売掛金   22,039   23,116  

３．有価証券   －   1,500  

４．たな卸資産   17,613   19,667  

５．繰延税金資産   1,028   516  

６．その他   3,129   6,854  

貸倒引当金   △58   △59  

流動資産合計   47,116 36.5  61,522 34.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※１ 38,043   41,258   

減価償却累計額  22,248 15,794  23,426 17,831  

(2）機械装置及び運搬具 ※１ 179,183   206,879   

減価償却累計額  137,163 42,020  148,707 58,171  

(3）土地   3,651   3,569  

(4）建設仮勘定   11,753   23,036  

(5）その他 ※１ 3,208   3,388   

減価償却累計額  2,730 478  2,744 644  

有形固定資産合計   73,698 57.1  103,253 58.3

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   908   1,275  

(2）その他   214   115  

無形固定資産合計   1,123 0.9  1,391 0.8

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   301   148  

(2）繰延税金資産   6,335   10,282  

(3）その他   395   383  

貸倒引当金   △4   △2  

投資その他の資産合計   7,027 5.5  10,811 6.1

固定資産合計   81,850 63.5  115,457 65.2

資産合計   128,966 100.0  176,979 100.0
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前連結会計年度

（平成19年１月31日）
当連結会計年度

（平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   14,353   14,040  

２．短期借入金   22,883   30,092  

３．１年以内支払予定ファイナンス・
リース未払金

  －   313  

４．未払金   5,747   15,327  

５．未払法人税等   3,436   2,997  

６．繰延税金負債   －   665  

７．賞与引当金   1,510   1,626  

８．役員賞与引当金   36   －  

９．設備関係支払手形   2,293   2,713  

10．その他   1,475   2,290  

流動負債合計   51,736 40.1  70,067 39.6

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   17,650   15,100  

２．ファイナンス・リース未払金   －   1,168  

３．退職給付引当金   5,109   5,541  

４．その他   148   64  

固定負債合計   22,908 17.8  21,874 12.4

負債合計   74,645 57.9  91,942 52.0

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   11,636 9.0  11,636 6.6

２．資本剰余金   12,824 9.9  12,824 7.3

３．利益剰余金   14,545 11.3  32,811 18.5

４．自己株式   △0 △0.0  △1 △0.0

　　株主資本合計   39,005 30.2  57,271 32.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金   81 0.1  12 0.0

２．繰延ヘッジ損益   △29 △0.0  10 0.0

３．為替換算調整勘定   204 0.1  △310 △0.2

　　評価・換算差額等合計   256 0.2  △287 △0.2

Ⅲ　少数株主持分   15,058 11.7  28,053 15.8

純資産合計   54,321 42.1  85,036 48.0

負債純資産合計   128,966 100.0  176,979 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   84,257 100.0  117,132 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  60,217 71.5  83,240 71.1

売上総利益   24,039 28.5  33,892 28.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．販売費 ※１ 2,048   2,422   

２．一般管理費 ※１，２ 7,811 9,860 11.7 10,489 12,912 11.0

営業利益   14,179 16.8  20,980 17.9

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  19   29   

２．為替差益  100   －   

３．設備貸与料  5   27   

４．作業屑売却益  1,003   3,410   

５．持分法による投資利益  16   8   

６．その他  220 1,366 1.7 403 3,879 3.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  328   483   

２．為替差損  －   925   

３．債権譲渡損  47   86   

４．その他  40 416 0.5 175 1,670 1.4

経常利益   15,128 18.0  23,190 19.8

Ⅵ　特別利益        

１．子会社株式売却益  197   868   

２．関連会社株式売却益  －   0   

３．持分変動差益  51 248 0.2 － 868 0.7

Ⅶ　特別損失        

１．統合関連費用 ※３ 256   －   

２．技術部門移転費用 ※４ － 256 0.3 587 587 0.5

税金等調整前当期純利
益

  15,121 17.9  23,470 20.0

法人税、住民税及び事
業税

 4,336   5,922   

法人税等調整額  △476 3,860 4.6 △2,939 2,983 2.5

少数株主利益   △2,403 △2.8  △6,348 △5.4

当期純利益   8,857 10.5  14,139 12.1
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年１月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　（百万円） 11,636 12,824 6,140 △0 30,601

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △211  △211

剰余金の配当   △241  △241

当期純利益   8,857  8,857

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計（百万円） － － 8,404 － 8,404

平成19年１月31日　残高　　（百万円） 11,636 12,824 14,545 △0 39,005

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日　残高　　（百万円） 120 － 50 170 7,831 38,603

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）      △211

剰余金の配当      △241

当期純利益      8,857

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

△39 △29 154 86 7,226 7,312

連結会計年度中の変動額合計（百万円） △39 △29 154 86 7,226 15,717

平成19年１月31日　残高　　（百万円） 81 △29 204 256 15,058 54,321

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年１月31日　残高　　（百万円） 11,636 12,824 14,545 △0 39,005

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △996  △996

当期純利益   14,139  14,139

自己株式の取得    △1 △1

持分変動差益   5,124  5,124

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計（百万円） － － 18,266 △1 18,265

平成20年１月31日　残高　　（百万円） 11,636 12,824 32,811 △1 57,271

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成19年１月31日　残高　　（百万円） 81 △29 204 256 15,058 54,321

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当      △996

当期純利益      14,139

自己株式の取得       △1

持分変動差益      5,124

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

△69 39 △515 △544 12,994 12,450

連結会計年度中の変動額合計（百万円） △69 39 △515 △544 12,994 30,715

平成20年１月31日　残高　　（百万円） 12 10 △310 △287 28,053 85,036
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  15,121 23,470

減価償却費  10,237 17,081

有形固定資産除却損  151 381

持分法による投資損益（△は益）  △16 △8

退職給付引当金の増減額（△は減少）  392 450

賞与引当金の増減額（△は減少）  45 149

役員賞与引当金の増減額（△は減少）  36 △35

貸倒引当金の増減額（△は減少）  14 0

受取利息及び受取配当金  △21 △32

支払利息  328 483

為替差損益（△は益）  △28 156

持分変動差損益（△は益）  △51 －

有形固定資産売却損益（△は益）  △39 △4

子会社株式売却損益（△は益）  △197 △868

関連会社株式売却損益（△は益）  － △0

売上債権の増減額（△は増加）  △3,128 △1,140

たな卸資産の増減額（△は増加）  △2,483 △2,173

その他流動資産の増減額（△は増加）  △1,170 △3,365

仕入債務の増減額（△は減少）  1,427 △267

未払金の増減額（△は減少）  △597 △264

その他流動負債の増減額（△は減少）  827 1,067

その他固定負債の増減額（△は減少）  △76 12

小計  20,770 35,093

利息及び配当金の受取額  21 32

利息の支払額  △358 △468

法人税等の支払額  △2,245 △6,507

営業活動によるキャッシュ・フロー  18,188 28,149
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △20,324 △37,720

有形固定資産の売却による収入  57 98

無形固定資産の取得による支出  △395 △704

投資有価証券の取得による支出  △3 △3

子会社株式の取得による支出  － △971

子会社株式の売却による収入  209 969

関連会社株式の売却による収入  － 32

短期貸付金の純増減額（△は増加）  1,944 －

その他投資の純増減額（△は増加）  △268 △109

投資活動によるキャッシュ・フロー  △18,779 △38,408

Ⅲ　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）  △1,179 4,991

長期借入れによる収入  3,300 4,200

長期借入金の返済による支出  △3,300 △4,200

ファイナンスリース契約に伴う資産売
却による収入 

 － 1,140

ファイナンスリース未払金の返済によ
る支出

 － △63

自己株式の取得による支出  － △1

配当金の支払額  △452 △996

少数株主への配当金の支払額  － △438

少数株主への株式の発行による収入  4,664 13,649

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,031 18,281

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  71 38

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(△は減少）  2,511 8,061

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  853 3,364

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 3,364 11,426
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社は次の３社であります。

SUMTECサービス㈱

FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION

SUMCO TECHXIV EUROPE N.V.

　　　　　　　　同左

 

 

 

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社は次の１社であ

ります。

㈱サイマックス

(1）持分法適用の関連会社

 　　　　　　──────

㈱サイマックスについては、平成20年

１月１日付合弁契約解消に伴う株式売

却により関連会社でなくなっておりま

す。

なお、関連会社であった期間の利益は

当連結会計年度の連結損益計算書に含

めております。

(2）持分法を適用していない関連会社

㈱スーパーシリコン研究所は、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）等からみて、持

分法の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しております。

(2）持分法を適用していない関連会社

同左

３．連結決算日及び連結会計

年度に関する事項

当社は、株式会社SUMCOの連結子会社に

なったことに伴い、同社の連結決算に的確

に対応するとともに、円滑な事業活動の推

進を図るため、連結会計年度を同社にあわ

せて２月１日から翌年１月31日までとする

こととしました。この変更に伴い、当連結

会計年度は平成18年４月１日から平成19年

１月31日までの10ヶ月となっております。

　　　　　　──────

４．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、SUMTECサービス㈱の決

算日は１月31日であり、また、

FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION

及びSUMCO TECHXIV EUROPE N.V.の決算日

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。

　　　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

５．会計処理基準に関する事

項

(1）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

     連結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。）

イ．有価証券

その他有価証券 

 　   　　　　同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

ロ．デリバティブ

時価法

ロ．デリバティブ

同左

ハ．たな卸資産

製品・半製品・仕掛品

…主として総平均法による原価法

ハ．たな卸資産

製品・半製品・仕掛品

　…　　　　同左

原材料・貯蔵品

…主として移動平均法による原価法

原材料・貯蔵品

　…　　　　同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ．有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率法を、

また在外連結子会社は主として所在地

国の会計基準に基づく定率法又は定額

法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　15年～50年

機械装置及び運搬具　５年～８年

イ．有形固定資産

同左

ロ．無形固定資産

当社及び国内連結子会社は定額法を、

また在外連結子会社は所在地国の会計

基準に基づく定額法を採用しておりま

す。

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づいております。

ロ．無形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

イ．貸倒引当金

主として、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勘

案し、回収不能見込額を計上しており

ます。

イ．貸倒引当金

同左

ロ．賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会計年度

負担分を計上しております。

ロ．賞与引当金

同左

ハ．役員賞与引当金

一部の連結子会社は、役員に対する賞

与の支給に備えるため、支給見込額に

基づく当連結会計年度負担額を計上し

ております。

ハ．　　　　──────

　

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の

見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時にお

ける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。

ニ．退職給付引当金

同左

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

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、在外子会社等の資産及び負債は、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。

　　　　　　　　同左 

　　　　　

(5）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・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。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

(6）重要なヘッジ会計の方

法

イ．ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。なお、為替予約については振

当処理の要件を満たしている場合は振

当処理を、金利スワップについては特

例処理の要件を満たしている場合は特

例処理を採用しております。

イ．ヘッジ会計の方法

　　　　　　同左

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ及び先物

為替予約

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　同左

ヘッジ対象……借入金並びに外貨建債

権

　　　　　　同左

ハ．ヘッジ方針

主として当社の市場リスク管理規程に

基づき、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。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。為替変動リスクに

ついては、外貨建債権・債務のネット

受取予想額に対して一定のヘッジ比率

を維持しております。

ハ．ヘッジ方針

　　　　　　同左

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、ヘッジ有効性

の判断は省略しております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ．消費税等の会計処理の方法

税抜方式によっております。

イ．消費税等の会計処理の方法

同左

６．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。

同左

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ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同左
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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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

（役員賞与に関する会計基準）

　役員賞与については、従来は利益処分により利益剰余金

の減少として会計処理しておりましたが、当連結会計年度

より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４

号 平成17年11月29日）を適用し、発生した期間の費用と

して会計処理しております。この結果、従来の方法と比べ

て、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が36

百万円減少しております。

（役員賞与に関する会計基準）

　　　　　　　　　──────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は39,291百万

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　　　　　　　　　──────

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 　　　　　　　　　──────

（有形固定資産の減価償却の方法） 

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当

連結会計期間より、平成19年４月１日以後に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前純利

益は、それぞれ394百万円減少しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

（連結損益計算書） （連結損益計算書）

　前連結会計年度まで、営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「債権譲渡損」（前連結会計

年度27百万円）は営業外費用の100分の10を超えること

となったため区分掲記することに変更しました。

 　　　　　　　　──────

　追加情報

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

　　　　　　　　　────── 　当社の連結子会社であるFORMOSA SUMCO TECHNOLOGY　

CORPORATIONは、平成19年12月、台湾株式市場への上場の

際に公募時価発行増資を実施しました。その結果、当社

の連結会計上、多額の持分変動差益が生じることとなっ

たため、当該差益を直接利益剰余金に加算しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年１月31日）

当連結会計年度
（平成20年１月31日）

※１．国庫補助金により、有形固定資産の取得価額から控

除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。

※１．国庫補助金により、有形固定資産の取得価額から控

除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。

建物及び構築物 509百万円

機械装置及び運搬具 869

その他有形固定資産 2

計 1,381

建物及び構築物 505百万円

機械装置及び運搬具 811

その他有形固定資産 2

計 1,319

　２．保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、

債務保証を行っております。

　２．　　　　　　──────

　　　　

㈱サイマックス 57百万円   

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

給与手当 2,780百万円

研究開発費 2,360

運賃梱包費 1,792

減価償却費 272

賞与引当金繰入額 180

退職給付引当金繰入額 91

給与手当 3,252百万円

研究開発費 3,560

運賃梱包費 2,072

減価償却費 359

賞与引当金繰入額 179

退職給付引当金繰入額 119

※２．研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は4,707百万円であります。

※２．研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は5,895百万円であります。

※３.統合関連費用は、株式会社ＳＵＭＣＯとの経営統合

に伴う費用であります。

　３．　　　　　　 ──────

　４．　　　　　　 ────── ※４．技術部門移転費用は、平塚テクニカルセンターの技

術部門が主として株式会社ＳＵＭＣＯ（伊万里事業

所）への移転に伴う費用であります。
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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18年４月１日　至　平成19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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 30,200,000 － － 30,200,000

合計 30,200,000 － － 30,200,000

自己株式

普通株式 47 － － 47

合計 47 － － 47

２．配当に関する事項

(1）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18年６月22日

定時株主総会
普通株式 211 7 平成18年３月31日 平成18年６月23日

平成18年10月31日

取締役会
普通株式 241 8 平成18年９月30日 平成18年12月１日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月24日

定時株主総会
普通株式 241  利益剰余金 8 平成19年１月31日 平成19年４月25日
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当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成20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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 30,200,000 － － 30,200,000

合計 30,200,000 － － 30,200,000

自己株式

普通株式 47 213 － 260

合計 47 213 － 260

２．配当に関する事項

(1）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19年４月24日

定時株主総会
普通株式 241 8 平成19年１月31日 平成19年４月25日

平成19年９月10日

取締役会
普通株式 754 25 平成19年７月31日 平成19年10月10日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年４月23日

定時株主総会
普通株式 754  利益剰余金 25 平成20年１月31日 平成20年４月24日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※　　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は、次のとおり

であります。

※　　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は、次のとおり

であります。

現金及び預金勘定 3,364百万円

現金及び現金同等物 3,364

現金及び預金勘定 9,926百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券）
1,500      

現金及び現金同等物 11,426
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（リース取引関係）

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械装置
及び運搬
具

4,241 2,636 1,605

その他有
形固定資
産

736 133 603

無形固定
資産

79 11 67

合計 5,057 2,781 2,276

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械装置
及び運搬
具

985 461 524

その他有
形固定資
産

741 483 258

無形固定
資産

81 49 31

合計 1,808 994 814

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

同左

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 717百万円

１年超 1,558

合計 2,276

１年内 206百万円

１年超 607

合計 814

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が、有形固

定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算

定しております。

同左

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 776百万円

減価償却費相当額 776

支払リース料 300百万円

減価償却費相当額 300

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年１月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 75 210 135

(2）債券 － － －

 (3）その他 － － －

 小計 75 210 135

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

 (3）その他 － － －

 小計 － － －

合計 75 210 135

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年１月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

－ － －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 55
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当連結会計年度（平成20年１月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 54 77 23

(2）債券 － － －

 (3）その他 － － －

 小計 54 77 23

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 24 20 △3

(2）債券 － － －

 (3）その他 － － －

 小計 24 20 △3

合計 78 98 19

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

32 0 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 50

譲渡性預金 1,500

 ４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超
（百万円）

 その他     

 　譲渡性預金 1,500 － － －

合計 1,500 － － －
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替

予約取引、金利関連では金利スワップ取引であります。

(1）取引の内容

　　　　　　　　　　　同左

(2）取引に対する取組方針

　通常の取引の範囲内で将来の変動リスクを回避するた

めのデリバティブ取引は利用致しますが、投機的な取引

は行わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債

務の為替変動リスクを回避する目的で、また金利関連で

は借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による

変動リスクを回避する目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引の利用においてヘッジ会計の

適用を受けております。

(3）取引の利用目的

　　　　　　　　　　　同左

 

　ヘッジ会計の方法

　主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、

為替予約については振当処理の要件を満たしている場

合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の

要件を満たしている場合は特例処理を採用しておりま

す。

 

　

　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段……金利スワップ及び先物為替予約

　ヘッジ対象……借入金並びに外貨建債権

　

　

　

　ヘッジ方針

　主として当社の市場リスク管理規程に基づき、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。

金利変動リスクについては、総借入に占める固定金利

建借入比率の一定割合以上を維持しております。為替

変動リスクについては、外貨建債権・債務のネット受

取予想額に対して一定のヘッジ比率を維持しておりま

す。

　

 

　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、

ヘッジ有効性の判断は省略しております。

　

 

(4）取引に係るリスクの内容

　デリバティブ取引は通常の取引の範囲内であり、変動

リスクはほとんどないと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容 

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引はその権限を定めた社内規程に基づ

き資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　為替予約取引のうち、期末に外貨建金銭債権債務等に

振り当てたことにより、当該外貨建金銭債権債務等の換

算を通じて連結財務諸表に計上されているものは、時価

等の開示の対象には含まれておりません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２．取引の時価等に関する事項

(1）通貨関連

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

　当連結会計年度において、全てヘッジ会計が適用されて

いるため該当事項はありません。

同左
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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

　当社及び連結子会社は、主に退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を設けております。

　また、一部の在外連結子会社は当該国の公的な年金制度を利用しております。

２．退職給付債務に関する事項

  前連結会計年度
（平成19年１月31日）

当連結会計年度
（平成20年１月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △6,129 △6,394  

(2）年金資産（百万円） 163 195  

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)（百万円） △5,965 △6,199  

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） 856 658  

(5）
連結貸借対照表計上額純額

 (3)＋(4)（百万円）
△5,109 △5,541  

(6）退職給付引当金（百万円） △5,109 △5,541  

３．退職給付費用に関する事項

  前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

(1）勤務費用（百万円） 310 409  

(2）利息費用（百万円） 91 120  

(3）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 70 110  

(4）その他（百万円） △12 △9  

(5）退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)（百万円) 459 630  

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19年１月31日）
当連結会計年度

（平成20年１月31日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(2）割引率（％） 2.0 同左

(3）期待運用収益率（％） 0.0 同左

(4）過去勤務債務の処理年数 当連結会計年度に一括処理 同左

(5）数理計算上の差異の処理年数 翌連結会計年度より10年 同左
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（税効果会計関係）

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

 
前連結会計年度

（平成19年１月31日）
当連結会計年度

（平成20年１月31日）

(1）流動の部       

繰延税金資産       

賞与引当金限度超過額  346百万円  367百万円

たな卸資産評価損  205   80  

その他  456   75  

繰延税金資産小計  1,008   523  

繰延ヘッジ損益  19   △7  

繰延税金資産合計  1,028   516  

繰延税金負債       

　海外子会社留保金課税  －   △655  

その他  －   △10  

繰延税金負債合計  －   △665  

繰延税金資産の純額  1,028   △149  

(2）固定の部       

繰延税金資産       

減価償却費限度超過額  3,784   4,078  

海外子会社投資免税  －   3,745  

退職給付引当金限度超過額  1,989   2,177  

投資有価証券評価損  562   21  

その他  239   400  

繰延税金資産小計  6,575   10,422  

評価性引当額  △187   △116  

繰延税金資産合計  6,388   10,306  

繰延税金負債       

　固定資産圧縮積立金  －   △16  

その他有価証券評価差額金  △53   △7  

繰延税金負債合計  △53   △24  

繰延税金資産の純額  6,335   10,282  

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内訳

 
前連結会計年度

（平成19年１月31日）
当連結会計年度

（平成20年１月31日）

連結財務諸表提出会社の法定実効税率  40.1％   40.1％  

（調整）評価性引当額増減  △8.7％   △0.4％  

海外子会社の税率差異  △5.4％   △9.4％  

法人税等の特別控除  △3.3％   △1.6％  

海外子会社留保金課税  2.3％   2.9％  

海外子会社投資免税  －   △22.4％  

海外子会社留保利益  －   1.9％  

その他  0.5％   1.6％  

税効果会計適用後の法人税等の負担率  25.5％   12.7％  
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成18年４月１日至平成19年１月31日）及び当連結会計年度（自平成19年２月１日至平成

20年１月31日）における当社及び連結子会社の事業は、シリコンウェーハの製造、販売を事業内容とする単一事

業区分であるため、事業の種類別セグメント情報は作成しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　最近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年１月31日）

 
日本

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（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
68,129 3,713 12,413 84,257 － 84,257

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,876 － 4,047 9,924 (9,924) －

計 74,006 3,713 16,461 94,182 (9,924) 84,257

営業費用 64,018 3,702 12,506 80,227 (10,148) 70,078

営業利益 9,988 11 3,955 13,955 223 14,179

Ⅱ　資産 91,424 1,284 39,523 132,231 (3,265) 128,966

当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

 
日本

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（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
87,166 4,930 25,035 117,132 － 117,132

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
6,864 － 5,068 11,932 (11,932) －

計 94,030 4,930 30,104 129,065 (11,932) 117,132

営業費用 79,867 4,927 23,664 108,458 (12,306) 96,152

営業利益 14,162 3 6,440 20,606 373 20,980

Ⅱ　資産 111,365 1,311 67,618 180,295 (3,316) 176,979

　（注）１．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地域の内訳は次のとおりであります。

(1）欧州………ベルギー

(2）アジア……台湾

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ありません。

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、次のとおりであり、主なものは当社での余資運

用資金（短期貸付金）、長期投資資金（出資金）に係る資産等であります。

全社資産の金額　　前連結会計年度　　　　8百万円

当連結会計年度　　　　9百万円
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ｃ．海外売上高

　最近２連結会計年度の海外売上高は次のとおりであります。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年１月31日）

 北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 14,866 5,863 25,427 46,158

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 84,257

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
17.6 7.0 30.2 54.8

当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

 北米 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 16,915 7,506 41,405 65,827

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 117,132

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
14.4 6.4 35.4 56.2

　（注）１．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地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………米国、カナダ

(2）欧州………イギリス、ドイツ、フランス、イタリア他

(3）アジア……台湾、中国、シンガポール他

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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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年１月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社 ㈱SUMCO
東京都

港区
114,107

シリコン

ウェーハの

製造販売

　51.1％
兼任

５名
親会社 － － － －

法人主

要株主
㈱小松製作所

東京都

港区
70,120

建設機械等

の製造販売
　10.9％ なし

法人主

要株主
資金の貸付 19,998

短期貸付

金
－

(2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

の子会

社

ジャパンスー

パークォーツ

㈱

秋田県

秋田市
300

高純度石英

ルツボの製

造販売

なし なし
貯蔵品

仕入先
－ － － －

法人主

要株主

の子会

社

コマツシリコ

ンアメリカ㈲

米国オ

レゴン

州

百万米ドル

535

シリコン

ウェーハの

販売

なし なし

当社製

品の販

売会社

当社製品の

販売
14,863 売掛金 3,183

　（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

　（1）価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

　（2）取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

２．株式会社SUMCOは、平成18年10月18日に当社株式を公開買付けにより15,402,000株（議決権比率51.1％）を取

得したことにより、同日付をもって同社が従来親会社であった株式会社小松製作所に代って当社の親会社と

なりました。

このことにより親会社及び法人主要株主等、兄弟会社等が下記のとおりになっております。

親会社及び法人主要株主等

・㈱SUMCOは親会社に該当することとなりました。

・㈱小松製作所は法人主要株主に該当することとなりました。

兄弟会社等

・ジャパンスーパークォーツ㈱は親会社の子会社に該当することとなりました。

・コマツシリコンアメリカ㈲は法人主要株主の子会社に該当することとなりました。

なお、㈱SUMCO及びジャパンスーパークォーツ㈱の取引については、金額に重要性がないため、記載を省略し

ております。
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当連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社 ㈱SUMCO
東京都

港区
114,107

シリコン

ウェーハの

製造販売

　51.0％
兼任

５名
親会社 － － － －

法人主

要株主
㈱小松製作所

東京都

港区
70,120

建設機械等

の製造販売
　10.9％ なし

法人主

要株主
－ － － －

(2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

の子会

社

 

ジャパンスー

パークォーツ

㈱

秋田県

秋田市
300

高純度石英

ルツボの製

造販売

なし なし
貯蔵品

仕入先
－ － － －

SUMCOソー

ラー㈱

和歌山

県海南

市

450

太陽電池用

シリコン基

盤製造

なし  なし
材料供

給
 － － － －

法人主

要株主

の子会

社

コマツシリコ

ンアメリカ㈲

米国オ

レゴン

州

百万米ドル

535

シリコン

ウェーハの

販売

なし なし

当社製

品の販

売会社

当社製品の

販売
16,915 売掛金 2,580

　（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

　（1）価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

　（2）取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

２．㈱SUMCO、ジャパンスーパークォーツ㈱及びSUMCOソーラー㈱の取引については、金額に重要性がないため記

載を省略しております。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１株当たり純資産額（円） 1,300.09 1,886.89

１株当たり当期純利益金額（円） 293.30 468.18

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

同左

　（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18年４月１日
至　平成19年１月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

当期純利益（百万円） 8,857 14,139

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利益（百万円） 8,857 14,139

期中平均株式数（千株） 30,199 30,199

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
第62期

（平成19年１月31日）
第63期

（平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   2,960   2,953  

２．受取手形   491   134  

３．売掛金 ※２  20,169   20,849  

４．有価証券   －   1,500  

５．製品   4,638   4,631  

６．半製品   2,360   1,927  

７．原材料   3,424   2,799  

８．仕掛品   2,111   2,260  

９．貯蔵品   1,556   3,201  

10．前渡金   1,609   3,582  

11．前払費用   285   293  

12．繰延税金資産   952   940  

13．その他   677   1,827  

貸倒引当金   △41   △41  

流動資産合計   41,196 38.8  46,859 36.9

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※１ 30,168   30,990   

減価償却累計額  19,486 10,681  20,316 10,673  

(2）構築物 ※１ 2,295   2,571   

減価償却累計額  1,515 779  1,569 1,002  

(3）機械及び装置 ※１ 140,871   157,585   

減価償却累計額  112,056 28,815  118,812 38,773  

(4）車両及び運搬具  76   77   

減価償却累計額  61 14  65 12  

(5）工具、器具及び備品 ※１ 3,164   3,356   

減価償却累計額  2,695 469  2,720 636  

(6）土地   3,213   3,146  

(7）建設仮勘定   649   4,784  

有形固定資産合計   44,623 42.0  59,030 46.6

２．無形固定資産        

(1）特許権   173   107  

(2）ソフトウェア   906   1,274  

(3）その他   40   7  

無形固定資産合計   1,120 1.1  1,388 1.1

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   264   147  

(2）関係会社株式   15,115   16,014  

(3）長期前払費用   72   79  

(4）繰延税金資産   3,541   3,096  

(5）その他   264   226  

貸倒引当金   △4   △2  

投資その他の資産合計   19,252 18.1  19,563 15.4

固定資産合計   64,996 61.2  79,982 63.1

資産合計   106,192 100.0  126,841 100.0
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第62期

（平成19年１月31日）
第63期

（平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形   1,976   1,716  

２．買掛金 ※２  11,820   10,183  

３．短期借入金 ※２  13,190   17,110  

４．１年以内返済予定長期借入金   4,200   6,750  

５．１年以内返済予定ファイナン
ス・リース未払金

  －   313  

６．未払金   6,309   15,934  

７．未払費用   581   1,142  

８．未払法人税等   2,792   1,780  

９．預り金   144   136  

10．賞与引当金   818   863  

11．設備関係支払手形   2,293   2,713  

12．その他   47   0  

流動負債合計   44,174 41.6  58,644 46.2

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   17,650   15,100  

２．ファイナンス・リース未払金   －   1,168  

３．長期未払金   145   50  

４．退職給付引当金   4,677   5,094  

固定負債合計   22,473 21.2  21,413 16.9

負債合計   66,647 62.8  80,057 63.1

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   11,636 10.9  11,636 9.2

２．資本剰余金        

（1）資本準備金  12,824   12,824   

資本剰余金合計   12,824 12.1  12,824 10.1

３．利益剰余金        

（1）その他利益剰余金        

 　　固定資産圧縮積立金  －   24   

繰越利益剰余金  15,033   22,277   

利益剰余金合計   15,033 14.2  22,302 17.6

４．自己株式   △0 △0.0  △1 △0.0

株主資本合計   39,494 37.2  46,762 36.9

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金   80 0.0  11 0.0

２．繰延ヘッジ損益   △29 △0.0  10 0.0

評価・換算差額等合計   51 0.0  21 0.0

純資産合計   39,545 37.2  46,784 36.9

負債純資産合計   106,192 100.0  126,841 100.0
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(2）損益計算書

  
第62期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

第63期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   72,450 100.0  90,452 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．製品期首たな卸高  4,022   4,638   

２．当期製品製造原価 ※３ 56,154   68,505   

合計  60,177   73,144   

３．他勘定振替高 ※１ 13   127   

４．製品期末たな卸高  4,638 55,524 76.6 4,631 68,385 75.6

売上総利益   16,925 23.4  22,066 24.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２，３  8,111 11.2  11,030 12.2

営業利益   8,814 12.2  11,036 12.2

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  8   5   

２．受取配当金 ※４ 252   1,250   

３．為替差益  121   －   

４．設備貸与料  9   51   

５．作業屑売却益 ※５ 541   1,469   

６．その他  142 1,076 1.5 394 3,171 3.5

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  295   432   

２．為替差損  －   820   

３．債権譲渡損  47   86   

４．その他  10 353 0.5 126 1,465 1.6

経常利益   9,537 13.2  12,742 14.1

Ⅵ　特別利益        

１．子会社株式売却益  196   897   

２．関連会社株式売却益  －   32   

３．投資損失引当金戻入額  2,448 2,644 3.6 － 930 1.0

Ⅶ　特別損失        

１．統合関連費用 ※６ 256   －   

２．技術部門移転費用 ※７ － 256 0.3 587 587 0.6

税引前当期純利益   11,925 16.5  13,084 14.5

法人税、住民税及び事業税  3,375   4,343   

法人税等調整額  △105 3,270 4.6 475 4,818 5.4

当期純利益   8,655 11.9  8,265 9.1
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製造原価明細書

  
第62期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

第63期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分 注記番号 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  23,722 42.0 29,724 43.6

Ⅱ　労務費  9,852 17.4 11,918 17.5

Ⅲ　経費 ※２ 22,900 40.6 26,552 38.9

当期総製造費用  56,475 100.0 68,194 100.0

期首仕掛品たな卸高 ※３ 3,893  4,472  

計  60,368  72,667  

他勘定振替高 ※４ △258  △26  

期末仕掛品たな卸高 ※３ 4,472  4,188  

当期製品製造原価  56,154  68,505  

（脚注）

第62期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

第63期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

　１．原価計算の方法

工程別実際総合原価計算を採用しております。

　１．原価計算の方法

同左

※２．経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※２．経費のうち主なものは次のとおりであります。

外注加工費 1,804百万円

減価償却費 7,441

外注加工費 2,594百万円

減価償却費 9,772

※３．仕掛品とは半製品、仕掛品の合計額であります。 ※３．　　　　　　　　 同左

※４．内訳は次のとおりであります。 ※４．内訳は次のとおりであります。

 販売費及び一般管理費 △263百万円

 営業外費用 5

 計 △258

 販売費及び一般管理費 △48百万円

 営業外費用 21

 計 △26
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(3）株主資本等変動計算書

第62期（自　平成18年４月１日　至　平成19年１月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

11,636 12,824 12,824 6,831 6,831 △0 31,291

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △211 △211  △211

剰余金の配当    △241 △241  △241

当期純利益    8,655 8,655  8,655

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

       

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － 8,202 8,202 － 8,202

平成19年１月31日　残高
（百万円）

11,636 12,824 12,824 15,033 15,033 △0 39,494

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

120 － 120 31,412

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △211

剰余金の配当    △241

当期純利益    8,655

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△40 △29 △69 △69

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△40 △29 △69 8,133

平成19年１月31日　残高
（百万円）

80 △29 51 39,545

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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第63期（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計固定資産圧縮

積立金
繰越利益
剰余金

平成19年１月31日　残高
（百万円）

11,636 12,824 12,824 － 15,033 15,033 △0 39,494

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立    24 △24 －  －

剰余金の配当     △996 △996  △996

当期純利益     8,265 8,265  8,265

自己株式の取得       △1 △1

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － 24 7,243 7,268 △1 7,267

平成20年１月31日　残高
（百万円）

11,636 12,824 12,824 24 22,277 22,302 △1 46,762

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等
合計

平成19年１月31日　残高
（百万円）

80 △29 51 39,545

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の積立    －

剰余金の配当    △996

当期純利益    8,265

自己株式の取得     △1

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△69 39 △29 △29

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△69 39 △29 7,238

平成20年１月31日　残高
（百万円）

11 10 21 46,784
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重要な会計方針

項目
第62期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

第63期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

①　時価のあるもの

期末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。）

(2）その他有価証券

①　時価のあるもの

　　　　　同左

②　時価のないもの

移動平均法による原価法

②　時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の

評価基準及び評価方法

(1）デリバティブ

時価法

(1）デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準

及び評価方法

製品・半製品・仕掛品

…総平均法による原価法

製品・半製品・仕掛品

…　　　　　同左

原材料・貯蔵品

…移動平均法による原価法

原材料・貯蔵品

…　　　　　同左

４．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　15～50年

機械及び装置　５～７年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は当期

の損益として処理しております。

同左
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項目
第62期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

第63期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

６．引当金の計上基準 (1）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勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）投資損失引当金

関係会社等への投資に係る損失に備え

るため、資産内容等を勘案して必要額

を計上しております。

(2）　　　　──────

 

(3）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当期負担分を計

上しております。

(3）賞与引当金

同左

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務見込額に基づ

き計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時にお

ける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

り按分した額をそれぞれ発生の翌期か

ら費用処理しております。

(4）退職給付引当金

同左

７．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・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。

同左

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。なお、為替予約については振

当処理の要件を満たしている場合は振

当処理を、金利スワップについては特

例処理の要件を満たしている場合は特

例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

            同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ及び先物為

替予約

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　同左

ヘッジ対象…借入金並びに外貨建債権  
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項目
第62期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

第63期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

(3）ヘッジ方針

当社の市場リスク管理規程に基づき、

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。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。

為替変動リスクについては、外貨建債

権・債務のネット受取予想額に対して

一定のヘッジ比率を維持しております。

(3）ヘッジ方針

　　　　　　同左

 

(4）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、ヘッジ有効性の

判断は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

第62期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

第63期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９

日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は39,574百万

円であります。

　なお、当期における貸借対照表の純資産の部については、

財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　　　　　　　　　──────

　　　　　　　　　────── 

 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

　当社は、法人税法の改正に伴い、当期より、平成19年４

月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

は、それぞれ393百万円減少しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

当事業年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

（損益計算書） （損益計算書）

　前事業年度まで、営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「債権譲渡損」（前事業年度27百

万円）は営業外費用の100分の10を超えることとなった

ため区分掲記することに変更しました。

 　　　　　　　　　 ──────

注記事項

（貸借対照表関係）

第62期
（平成19年１月31日）

第63期
（平成20年１月31日）

※１．国庫補助金により、有形固定資産の取得価額から控

除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。

※１．国庫補助金により、有形固定資産の取得価額から控

除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。

建物 235百万円

構築物 273

機械及び装置 869

工具、器具及び備品 2

計 1,381

建物 235百万円

構築物 269

機械及び装置 811

工具、器具及び備品 2

計 1,319

※２．関係会社に係る主な資産

区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは、次のとおりでありま

す。

※２．関係会社に係る主な資産

区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは、次のとおりでありま

す。

流動資産  

　売掛金 2,214百万円

流動負債  

　買掛金 934百万円

　短期借入金 540百万円

流動資産  

　売掛金 1,985百万円

流動負債  

　買掛金 684百万円

　短期借入金 960百万円

　３．偶発債務

債務保証

次の関係会社等の金融機関等からの借入等に対し、

債務保証を行っております。

　３．　　　　　　 ──────

 

　　　

㈱サイマックス 57百万円   
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（損益計算書関係）

第62期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

第63期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 13百万円

営業外費用 0

計 13

販売費及び一般管理費 121百万円

営業外費用 6

計 127

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は34％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は66％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は30％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は70％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

研究開発費 2,360百万円

給与手当 1,994

運賃梱包費 1,660

租税公課  440

福利厚生費  415

業務委託費 405

減価償却費  259

賞与引当金繰入額  174

退職給付引当金繰入額  89

研究開発費 3,560百万円

給与手当 2,432

運賃梱包費 1,875

租税公課  551

業務委託費  537

福利厚生費  536

減価償却費  302

賞与引当金繰入額  175

退職給付引当金繰入額 118

※３．研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、4,607百万円であります。

※３．研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、5,794百万円であります。

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社受取配当金 249百万円 関係会社受取配当金 1,248百万円

※５．区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

※５．区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

作業屑売却益 506百万円 作業屑売却益 1,440百万円

※６.統合関連費用は、株式会社ＳＵＭＣＯとの経営統合

に伴う費用であります。

　６．　　　　　　 ──────

　７．　　　　　　 ────── ※７．技術部門移転費用は、平塚テクニカルセンターの技

術部門が主として株式会社ＳＵＭＣＯ（伊万里事業

所）への移転に伴う費用であります。 
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（株主資本等変動計算書関係）
 

前期（自　平成18年４月１日　至　平成19年１月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 47 － － 47

合計 47 － － 47

当期（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 47 213 － 260

合計 47 213 － 260
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（リース取引関係）

項目
第62期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

第63期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械及び
装置 4,185 2,618 1,566

工具、器
具及び備
品

696 120 576

その他 105 16 88

合計 4,987 2,755 2,231

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械及び
装置 929 433 496

工具、器
具及び備
品

689 466 223

その他 104 62 41

合計 1,723 962 761

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

同左

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 703百万円

１年超 1,528

合計 2,231

１年内 190百万円

１年超 570

合計 761

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が、有形固

定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算

定しております。

同左

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 765百万円

減価償却費相当額 765

支払リース料 283百万円

減価償却費相当額 283

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

前事業年度　（自　平成18年４月１日　至　平成19年１月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。

 　　 当事業年度　（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

子会社株式 15,863 149,625 133,761
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（税効果会計関係）

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

 
第62期

（平成19年１月31日）
 

第63期
（平成20年１月31日）

①流動の部        

繰延税金資産        

賞与引当金限度超過額  328百万円  346百万円

たな卸資産評価損  207   80 

その他  397   521 

繰延税金資産小計  932   947 

繰延ヘッジ損益  19   △7 

繰延税金資産合計  952   940 

        

②固定の部        

繰延税金資産        

退職給付引当金限度超過額  1,875   2,043 

減価償却費限度超過額  1,165   1,031 

投資有価証券評価損  562   21 

その他  178   126 

繰延税金資産小計  3,782   3,222 

評価性引当額  △187   △101 

繰延税金資産合計  3,595   3,121 

繰延税金負債        

　固定資産圧縮積立金  －   △16 

その他有価証券評価差額金  △53   △7 

繰延税金負債合計  △53   △24 

繰延税金資産の純額  3,541   3,096 

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内訳

 
第62期

（平成19年１月31日）
 

第63期
（平成20年１月31日）

財務諸表提出会社の法定実効税率  40.1％   40.1％ 

（調整）評価性引当額増減  △8.0    △0.7  

法人税等の特別控除額  △4.2    △2.8  

その他  △0.5    0.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.4    36.8  
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（１株当たり情報）

項目
第62期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

第63期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１株当たり純資産額（円） 1,309.46 1,549.16

１株当たり当期純利益金額（円） 286.60 273.69

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

同左

　（注）　１株当たり当期純損益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第62期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年１月31日）

第63期
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

当期純利益（百万円） 8,655 8,265

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利益

（百万円）
8,655 8,265

期中平均株式数（千株） 30,199 30,199

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

 　当社は、本日（平成20年３月６日）開催の取締役会において役員人事を内定いたしましたが、その内容は本日同時

公表の別紙「役員及び一般人事に関するお知らせ」をご参照下さい。なお、代表取締役等の異動はありません。
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