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1.  平成23年1月期第3四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年10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 ％

23年1月期第3四半期 213,042 35.9 △2,564 ― △16,774 ― △33,889 ―
22年1月期第3四半期 156,712 ― △66,921 ― △87,150 ― △71,612 ―

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3四半期 △131.48 ―
22年1月期第3四半期 △277.84 ―

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3四半期 599,510 246,668 37.9 882.29
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3四半期  227,407百万円 22年1月期  264,280百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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

22年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年1月期 ― 0.00 ―
23年1月期 

（予想） 0.00 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 278,000 27.4 △8,000 ― △26,000 ― △66,000 ― △256.06



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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が実施中です。 

※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、四半期決算短信（添付資料） 2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2 「その他」をご覧ください。

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3Q 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3Q  4,266株 22年1月期  3,911株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期3Q 257,747,589株 22年1月期3Q 257,748,277株
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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、夏場に全口径の出荷面積で過去最高を更

新するなど堅調に拡大したものの、秋口に入ると先行きの需要の不透明感が増し、在庫調整等の影響もあり、

足もとの出荷数量は減少に転じました。 

   このような事業環境のもと、当社グループは、第 2 四半期までは順調に売上を伸ばしてきましたが、第 3

四半期は数量減および円高の進行等により売上が減少し、営業損益も赤字に陥る厳しい状況に転じました。 

   以上の結果、当四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は213,042百万円（前年同期比

35.9%増）となり、営業損失は2,564百万円、経常損失は16,774百万円となりました。 

   また、当四半期の業績悪化を踏まえ、単独（個別）において繰延税金資産の回収可能性を見直し、18,075

百万円を取り崩すこととした結果、当四半期連結累計期間の純損失は33,889百万円となりました。 

 

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

   当社グループの当期業績は、数量減に加え、価格改善が一部の製品を除いて想定水準に達せず、円高の継続

も相俟って、前回予想を下回る見込みであります。 
このような業況変化に鑑み、当社グループは、より強固な経営基盤を構築し、来期以降の収益黒字化を果

たすため、抜本的な収益基盤強化策を策定中であります。 
具体的には、300mm 事業の生産体制の見直し、200mm 以下小径事業の国内外生産拠点の整理・集約、お

よび希望退職の募集等を含む要員体制の見直しを行うことといたしております。これらの費用として、当期

に特別損失を計上することといたしました。 
以上により、通期の連結業績予想については、本決算短信サマリー情報（表紙）の3.「平成23年 1月期の

連結業績予想」に記載のとおり、本年9月3日公表の業績予想値を修正いたしました。 

 

なお、連結業績予想の修正に係わる詳細は、本日、別途に開示の「業績予想および配当予想の修正に関する

お知らせ」をご覧ください。 

 

 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

   該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

   該当事項はありません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   該当事項はありません。 
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年10月31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 60,883 71,776

受取手形及び売掛金 53,160 40,218

商品及び製品 18,441 16,841

仕掛品 17,689 17,263

原材料及び貯蔵品 34,618 40,015

その他 13,503 16,298

貸倒引当金 △2,059 △2,032

流動資産合計 196,236 200,381

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 121,741 128,426

機械装置及び運搬具（純額） 117,405 164,508

土地 21,710 20,587

建設仮勘定 19,244 17,938

その他（純額） 1,576 2,089

有形固定資産合計 281,679 333,550

無形固定資産   

のれん 35,000 37,278

その他 5,745 6,696

無形固定資産合計 40,746 43,975

投資その他の資産   

投資有価証券 1,698 1,927

繰延税金資産 28,065 42,011

長期前渡金 44,851 34,081

その他 7,169 8,554

貸倒引当金 △935 △1,599

投資その他の資産合計 80,848 84,975

固定資産合計 403,274 462,501

資産合計 599,510 662,882
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年10月31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 23,804 23,898

短期借入金 95,630 87,139

リース債務 9,156 10,210

未払法人税等 682 467

引当金 4,669 3,277

その他 15,195 18,259

流動負債合計 149,137 143,252

固定負債   

長期借入金 148,445 173,251

リース債務 22,959 29,018

退職給付引当金 18,970 17,979

その他 13,329 14,456

固定負債合計 203,704 234,706

負債合計 352,842 377,959

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 33,581 67,492

自己株式 △8 △7

株主資本合計 236,972 270,883

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 758 1,079

繰延ヘッジ損益 △251 －

土地再評価差額金 2,252 2,252

為替換算調整勘定 △12,324 △9,934

評価・換算差額等合計 △9,564 △6,602

少数株主持分 19,260 20,642

純資産合計 246,668 284,923

負債純資産合計 599,510 662,882
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（２）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 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 156,712 213,042

売上原価 200,519 192,342

売上総利益又は売上総損失（△） △43,806 20,700

販売費及び一般管理費 23,115 23,265

営業損失（△） △66,921 △2,564

営業外収益   

受取利息 85 54

受取配当金 21 41

為替差益 280 －

貸倒引当金戻入額 － 236

助成金収入 951 －

その他 467 311

営業外収益合計 1,805 644

営業外費用   

支払利息 3,163 3,679

減価償却費 17,639 9,025

為替差損 － 1,535

その他 1,231 613

営業外費用合計 22,034 14,854

経常損失（△） △87,150 △16,774

特別損失   

事業構造改善費用 3,237 681

特別損失合計 3,237 681

税金等調整前四半期純損失（△） △90,387 △17,456

法人税等 △16,430 16,648

少数株主損失（△） △2,345 △215

四半期純損失（△） △71,612 △33,889
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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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