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1.  平成23年1月期第1四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年4月30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 ％

23年1月期第1四半期 67,151 70.4 △2,513 ― △6,480 ― △4,837 ―

22年1月期第1四半期 39,398 ― △31,279 ― △36,285 ― △26,815 ―

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

23年1月期第1四半期 △18.77 ―

22年1月期第1四半期 △104.04 ―

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月期第1四半期 654,132 281,563 39.8 1,010.49
22年1月期 662,882 284,923 39.9 1,025.35

（参考） 自己資本   23年1月期第1四半期  260,451百万円 22年1月期  264,280百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

 現時点において平成23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

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

22年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年1月期 ―

23年1月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

125,000 30.5 △14,000 ― △24,000 ― △20,000 ― △77.59

通期 280,000 28.3 0 ― △20,000 ― △20,000 ― △77.59
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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) 簡便な会計処理及び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) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な
事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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23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。 
 
 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
際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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月期第1四半期  257,751,739株 22年1月期  257,751,739株

② 期末自己株式数 23年1月期第1四半期  4,071株 22年1月期  3,911株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年1月期第1四半期  257,747,801株 22年1月期第1四半期  257,748,523株
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

パソコン、携帯電話等の通信機器向けのみならず、省電力を制御するパワーデバイスが伸長するなど、旺盛な

半導体需要に支えられ、当該四半期のシリコンウェーハ市場は、回復してまいりました。また、太陽電池用シリ

コンウェーハは、各国の太陽光発電奨励施策等により、需要は拡大傾向にあります。 

  このような経営環境のもと、当社グループは、市場の回復に応じ売上げを伸ばしました。また、収益力の回復

を目指し、価格改善に取り組むとともに、コスト削減および固定費低減を主体とする諸施策を推し進めました。

さらに、ウェーハ製品の微細化対応をはじめ、高精度化や高付加価値化に注力し、競争力の強化を図りました。 

  以上の結果、当四半期における当社グループの業績は、売上高は 67,151 百万円（前年同期比 70.4%増）と増

収となりました。収益面では、これに加え、前期に300mmウェーハの製造設備を中心とする固定資産の償却を促

進したことにより、当期から減価償却費が減少したことも寄与し、営業損失は2,513百万円、経常損失は6,480

百万円、四半期純損失は4,837百万円と改善いたしました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当四半期末の総資産につきましては、前期末に比べ8,750百万円減少し、654,132百万円となりました。受取

手形及び売掛金が6,943百万円増加した一方で、減価償却の進行等により有形固定資産が15,024百万円減少し

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5,390百万円減少し、372,569百万円となりました。支払手形及び買掛金

が3,617百万円増加した一方で、長期借入金が8,719百万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3,360百万円減少し、281,563百万円となりました。当四半期連結累計

期間の純損失4,837百万円等により利益剰余金が4,857百万円減少したことがその主な要因であります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当期の第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、現時点において本年3月12日公表の予想値

は見直しておりません。 
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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） 

   該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  ① 簡便な会計処理 

   該当事項はありません。 

 

  ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

 

（３）四半期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 

   該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 62,645 71,776

受取手形及び売掛金 47,162 40,218

商品及び製品 17,904 16,841

仕掛品 19,383 17,263

原材料及び貯蔵品 42,111 40,015

その他 14,806 16,298

貸倒引当金 △2,404 △2,032

流動資産合計 201,609 200,381

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 126,717 128,426

機械装置及び運搬具（純額） 150,499 164,508

土地 20,599 20,587

建設仮勘定 18,780 17,938

その他（純額） 1,930 2,089

有形固定資産合計 318,526 333,550

無形固定資産   

のれん 36,519 37,278

その他 6,297 6,696

無形固定資産合計 42,817 43,975

投資その他の資産   

投資有価証券 2,422 1,927

繰延税金資産 44,405 42,011

長期前渡金 37,601 34,081

その他 8,099 8,554

貸倒引当金 △1,348 △1,599

投資その他の資産合計 91,179 84,975

固定資産合計 452,522 462,501

資産合計 654,132 662,882
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,515 23,898

短期借入金 88,239 87,139

リース債務 9,847 10,210

未払法人税等 450 467

引当金 4,552 3,277

その他 17,450 18,259

流動負債合計 148,056 143,252

固定負債   

長期借入金 164,532 173,251

リース債務 27,565 29,018

退職給付引当金 18,233 17,979

その他 14,181 14,456

固定負債合計 224,513 234,706

負債合計 372,569 377,959

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 62,634 67,492

自己株式 △7 △7

株主資本合計 266,025 270,883

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,447 1,079

繰延ヘッジ損益 △0 －

土地再評価差額金 2,252 2,252

為替換算調整勘定 △9,272 △9,934

評価・換算差額等合計 △5,573 △6,602

少数株主持分 21,111 20,642

純資産合計 281,563 284,923

負債純資産合計 654,132 662,882
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 39,398 67,151

売上原価 63,104 61,720

売上総利益又は売上総損失（△） △23,705 5,431

販売費及び一般管理費 7,573 7,945

営業損失（△） △31,279 △2,513

営業外収益   

受取利息 31 22

受取配当金 20 20

為替差益 － 339

受取保険金 156 －

助成金収入 153 －

貸倒引当金戻入額 － 238

その他 45 130

営業外収益合計 407 752

営業外費用   

支払利息 809 1,226

減価償却費 4,362 3,351

為替差損 33 －

その他 207 141

営業外費用合計 5,413 4,719

経常損失（△） △36,285 △6,480

特別損失   

事業構造改善費用 － 105

特別損失合計 － 105

税金等調整前四半期純損失（△） △36,285 △6,585

法人税等 △8,691 △1,669

少数株主損失（△） △778 △79

四半期純損失（△） △26,815 △4,837
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △36,285 △6,585

減価償却費 27,888 19,833

のれん償却額 759 759

貸倒引当金の増減額（△は減少） 236 114

受取利息及び受取配当金 △52 △43

支払利息 809 1,226

売上債権の増減額（△は増加） 12,561 △6,672

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,821 △5,038

仕入債務の増減額（△は減少） △16,451 3,409

その他 2,507 △2,015

小計 △2,206 4,987

利息及び配当金の受取額 51 43

利息の支払額 △970 △1,780

法人税等の支払額 △3,459 △237

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,584 3,012

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 △39,407 △3,455

その他 983 1,019

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,424 △2,435

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） 5,374 △556

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △3,000 －

長期借入れによる収入 63,500 －

長期借入金の返済による支出 △5,990 △7,246

セール・アンド・リースバック取引による収入 18,986 1,002

リース債務の返済による支出 － △2,817

配当金の支払額 △3,221 －

少数株主への配当金の支払額 △16 －

その他 △1,545 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 74,086 △9,617

現金及び現金同等物に係る換算差額 121 36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 29,199 △9,004

現金及び現金同等物の期首残高 52,955 71,776

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四半期末残高 82,154 62,645
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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）セグメント情報 

 

① 事業の種類別セグメント情報 
前第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自
平成22年２月１日 至平成22年４月30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 
 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30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）

売上高    

（１）外部顧客に対する売上高 28,681 5,339 3,159 2,218 39,398 － 39,398

（２）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

14,354 1,561 602 21 16,540 △16,540 －

計 43,036 6,900 3,762 2,240 55,939 △16,540 39,398

営業利益（又は営業損失） △26,390 △2,809 △2,041 △54 △31,295 16 △31,279

（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 

 
当第１四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年４月30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）

売上高    

（１）外部顧客に対する売上高 47,354 7,235 8,276 4,285 67,151 － 67,151

（２）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

27,470 3,522 1,510 － 32,503 △32,503 －

計 74,825 10,758 9,786 4,285 99,655 △32,503 67,151

営業利益（又は営業損失） △98 141 △421 43 △336 △2,176 △2,513

（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、当第１四半期連結会計期間において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。 
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③ 海外売上高 

 
前第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日） 

 北米 アジア 欧州他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,639 11,849 4,045 22,534

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 39,398

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

16.8 30.1 10.3 57.2

 
当第１四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年４月30日） 

 北米 アジア 欧州他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 8,576 28,750 5,472 42,798

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 67,151

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

12.8 42.8 8.1 63.7

（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。 
 
（６）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。 
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