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1.  平成24年1月期第1四半期の連結業績（平成23年2月1日～平成23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 ％

24年1月期第1四半期 65,692 △2.2 1,918 ― 228 ― △1,981 ―
23年1月期第1四半期 67,151 70.4 △2,513 ― △6,480 ― △4,837 ―

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

24年1月期第1四半期 △7.69 ―
23年1月期第1四半期 △18.77 ―

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

24年1月期第1四半期 547,671 214,938 35.6 756.10
23年1月期 561,777 216,143 35.0 761.97

（参考） 自己資本   24年1月期第1四半期  194,882百万円 23年1月期  196,395百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
（注）現時点において平成２４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。 

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

23年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年1月期 ―
24年1月期 

（予想）
0.00 ― ― ―

3.  平成24年1月期の連結業績予想（平成23年2月1日～平成24年1月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計) 136,000 △4.5 4,000 ― △2,000 ― △2,500 ― △9.70

通期 285,000 2.9 19,000 ― 7,000 ― 6,500 ― 25.22



(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きを実施中です。 

※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、
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 「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】 ２ページ 「その他の情報」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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年1月期1Q 257,751,739株 23年1月期  257,751,739株
② 期末自己株式数 24年1月期1Q  4,706株 23年1月期  4,426株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年1月期1Q 257,747,089株 23年1月期1Q 257,747,801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 

当第１四半期における半導体用シリコンウェーハ市場は、東日本大震災で供給に制約が生じ、世界の出荷

量は減少しました。太陽電池市場は、堅調に推移してきましたが、４月以降、欧州における需要が急減し、

在庫が増加したため、市場環境は悪化しはじめました。 

当社グループでは、東日本大震災により、300mm結晶主力工場の一つである米沢工場が被災しましたが、復

旧作業に全力で取り組むとともに、九州地区の工場でバックアップ生産を行いました。係る状況下、顧客の

供給要請を受け、全社を挙げて生産増に取り組んだ結果、半導体用シリコンウェーハの出荷量は、前期比で

伸長しました。また、太陽電池用シリコンウェーハは、期前半の堅調な需要により、前期比で出荷量は増加

しました。コスト面では、「収益基盤強化策」に基づく固定費の削減や生産性改善を推し進めました。 

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 65,692 百万円、営業利益 1,918 百万円、

経常利益 228 百万円となりました。特別損失として東日本大震災の影響などで1,830百万円を計上した結果、

四半期純損失は1,981百万円となりました。 

 

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想については、現時点においては、本年3月11日公表の予想値を見直しておりません。 

 

 

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 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20

年３月31日）を適用しております。 

これにより、税金等調整前四半期純損失は560百万円増加しております。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成23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23年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 44,701 53,876

受取手形及び売掛金 49,892 48,954

商品及び製品 19,048 19,726

仕掛品 16,903 17,625

原材料及び貯蔵品 35,841 33,730

その他 11,935 10,940

貸倒引当金 △206 △166

流動資産合計 178,115 184,688

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 115,846 117,440

機械装置及び運搬具（純額） 90,476 99,140

土地 20,426 20,418

建設仮勘定 18,807 17,926

その他（純額） 1,312 1,416

有形固定資産合計 246,869 256,342

無形固定資産   

のれん 29,572 30,251

その他 4,936 5,286

無形固定資産合計 34,509 35,538

投資その他の資産   

投資有価証券 1,482 1,806

長期前渡金 51,411 48,732

繰延税金資産 29,068 28,175

その他 7,145 7,409

貸倒引当金 △929 △916

投資その他の資産合計 88,177 85,208

固定資産合計 369,555 377,088

資産合計 547,671 561,777
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23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23年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,877 24,081

短期借入金 89,601 88,221

リース債務 9,351 9,439

未払法人税等 511 915

引当金 3,887 2,925

その他 17,320 20,774

流動負債合計 147,550 146,358

固定負債   

長期借入金 135,112 146,155

リース債務 18,802 21,063

退職給付引当金 18,348 19,297

その他 12,918 12,759

固定負債合計 185,182 199,275

負債合計 332,732 345,633

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 △97 1,883

自己株式 △8 △8

株主資本合計 203,292 205,274

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 674 852

繰延ヘッジ損益 178 29

土地再評価差額金 2,252 2,252

為替換算調整勘定 △11,514 △12,012

評価・換算差額等合計 △8,409 △8,878

少数株主持分 20,055 19,748

純資産合計 214,938 216,143

負債純資産合計 547,671 561,777
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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22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

売上高 67,151 65,692

売上原価 61,720 56,669

売上総利益 5,431 9,022

販売費及び一般管理費 7,945 7,103

営業利益又は営業損失（△） △2,513 1,918

営業外収益   

受取利息 22 14

受取配当金 20 20

為替差益 339 208

固定資産売却益 － 422

貸倒引当金戻入額 238 －

その他 130 102

営業外収益合計 752 767

営業外費用   

支払利息 1,226 992

減価償却費 3,351 1,240

その他 141 224

営業外費用合計 4,719 2,457

経常利益又は経常損失（△） △6,480 228

特別損失   

事業構造改善費用 105 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 560

災害による損失 － 1,269

特別損失合計 105 1,830

税金等調整前四半期純損失（△） △6,585 △1,601

法人税等 △1,669 344

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,945

少数株主利益又は少数株主損失（△） △79 35

四半期純損失（△） △4,837 △1,981
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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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