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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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3月期第1四半期 95,716 △45.7 △3,824 ― △7,309 ― △7,867 ―

23年3月期第1四半期 176,333 143.0 44,422 ― 37,033 ― 30,671 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △8,879百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 26,679百万円 （―％）

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3月期第1四半期 △37.83 ―

23年3月期第1四半期 150.75 134.46

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 849,886 347,127 32.6
23年3月期 878,970 356,004 32.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  276,954百万円 23年3月期  285,767百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
当社グループの製造・販売するＤＲＡＭ製品は価格変動が激しく、将来の市況を的確に予想することが困難であるため、当社は従来より業績予想を開示し
ておりません。第2四半期連結累計期間及び通期の業績の見込みがほぼ確定した時点で、速やかに開示を致します。現時点で将来の業績を予測するた
めに有用と思われる情報を、3ページ （3）連結業績予想に関する定性的情報 「平成24年3月期 連結業績参考指標」に記載しておりますので、ご参照下さ
い。 
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(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  

(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 

(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、四半期財務諸表に対す
る四半期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 
(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将来に関する記述は、当社が本資料発表時点で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
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 214,517,370 株 23年3月期 214,517,370 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,518 株 23年3月期 1,476 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 214,515,864 株 23年3月期1Q 201,719,225 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（平成23年４月１日～６月30日の３ヶ月）の経営成績 

   （単位：億円）

 平成24年３月期

第１四半期 

平成23年３月期

第４四半期 

前四半期比

増 減（％）

平成23年３月期 

第１四半期 

前年同期比

増 減（％）

売上高 957 921 +3.9 1,763 -45.7 

売上総利益 126 73 +73.4 617 -79.6 

営業利益（△損失） △38 △52 - 444 - 

経常利益（△損失） △73 △79 - 370 - 

四半期純利益（△損失） △79 △82 - 307 - 

      

（ご参考）対ドル為替レート 82.2円 82.9円  91.9円  

 

当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～６月30日、以下「当四半期」）のＤＲＡＭ市場では、

期初には東日本大震災の影響によるＤＲＡＭの供給不足を懸念した顧客による在庫積み増しが見られ、旺

盛な需要がありましたが、その後ＰＣの出荷台数が伸び悩んだことから、ＰＣ ＤＲＡＭの需給バランスが

崩れ、市場価格は６月に急落しました。一方、スマートフォンやタブレットＰＣ等の携帯情報端末向けの

モバイルＤＲＡＭについては、一部携帯情報端末メーカーの生産調整等により、需要は期初の想定を下回っ

たものの、市場の拡大に伴い増加しました。 

当社の平均販売単価は前第４四半期連結会計期間（平成23年１月１日～３月31日、以下「前四半期」）

比で９％の下落、前年同期比では57％の下落となりました。当四半期のＤＲＡＭ出荷ビット[1]は前四半期

比で15％増、前年同期比では42％増となりました。 

これらの結果、当四半期の売上高は前四半期比3.9％増、前年同期比45.7％減の957億円となりました。

売上総利益は、40nm生産プロセス比率の増加や歩留まり改善等により、前四半期比53億円の増加となりま

した。前年同期比では、微細化の進展により製造コストが大幅に低減したものの、価格下落と円高の影響

を受け491億円減少の126億円となりました。営業損益は前四半期比では販売費及び一般管理費が39億円増

加したものの、売上総利益の増加により14億円改善し、38億円の損失（前年同期は444億円の利益）となり

ました。経常損益は支払利息20億円等を計上したことにより、73億円の損失（同370億円の利益）となり、

四半期純損益は79億円の損失（同307億円の利益)となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末（以下、「前期末」）比291億円減

の8,499億円となりました。これは、たな卸資産が増加した一方で、現金及び預金が減少したことや減価

償却により有形固定資産が減少したことが主な理由です。 

有利子負債残高は、借入金の約定返済及びリース債務の返済により、前期末比57億円減の3,993億円と

なりました。 

純資産は、当期純損失の計上により利益剰余金が減少したこと等により、前期末比89億円減の3,471億

円となりました。 

     

                              
[1] ビット：メモリの記憶容量を示す単位 
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② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金又は現金同等物は前期末に比べて281億円減少し、847億円

となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ574億円減少し、74億円の収入超となりました。

これは税金等調整前四半期純損失73億円を計上したこと、たな卸資産の増減額が144億円の増加となっ

た一方で、売上債権の増減額が62億円の減少に転じたこと等によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ14億円支出が増加し、307億円の支出超となり

ました。これは、有形固定資産の取得による支出が86億円増加し、261億円となったこと等によるもの

です。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の55億円の収入超に比べ100億円減少し、45億円の支

出超に転じました。これは、長期借入れによる収入が56億円あった一方で、前年同期にあった株式の発

行による収入116億円及び転換社債型新株予約権付社債の発行による収入68億円が当期はなかったこと

等によるものです。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報  

ＤＲＡＭの 大市場であるＰＣ向けＤＲＡＭ製品の価格は、需給バランスの変動による影響を受けや

すく、また将来における価格動向を的確に予測することが極めて困難です。こうしたＤＲＡＭ価格の変動

による業績への影響が大きいことから、当社では従来より業績見通しを公表しておりません。以下に、当

社グループの業績を予想する上で重要な数値見込みを記載致しますのでご参照下さい。 

 

□ 平成24年３月期 連結業績参考指標 

【連結第２四半期の見込み】 （単位：億円）

第１四半期 第２四半期  

見込み 

前回(５月12日)発表 
実績 

見込み 

今回（８月８日）発表

前四半期比 出荷ビット成長率 20-30％ 15％ 約10％ 

前四半期比 平均販売単価変動率 N/A -９％ N/A 

減価償却費 320 323 330 

販売費及び一般管理費 170 164 170 

 

【連結通期の見込み】 （単位：億円）

通期 
 

見込み 

前回(５月12日)発表 

見込み 

今回(８月８日)発表 

前年度比 出荷ビット成長率 50％以上 40-50％ 

減価償却費 1,350 1,350 

販売費及び一般管理費 700 700 

設備投資額 800 800* 

   ＊
顧客による当社製品の評価、需要動向及びＤＲＡＭ市況等により今後増額する可能性があります。 
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2. サマリー情報（その他）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  

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の適用 

該当事項はありません。 

 

(3)  会計処理の変更・会計上の見積りの変更、修正再表示 

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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 112,839 84,692

受取手形及び売掛金 75,505 68,639

商品及び製品 38,478 55,150

仕掛品 28,725 26,156

原材料及び貯蔵品 5,268 5,440

未収入金 15,237 17,235

その他 6,542 5,310

貸倒引当金 △4,437 △4,382

流動資産合計 278,157 258,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 90,338 89,174

機械装置及び運搬具（純額） 433,134 417,118

工具、器具及び備品（純額） 16,286 15,085

土地 4,219 4,219

建設仮勘定 24,607 29,423

有形固定資産合計 568,584 555,019

無形固定資産   

のれん 699 610

その他 4,354 3,966

無形固定資産合計 5,053 4,576

投資その他の資産   

投資有価証券 13,421 14,903

その他 13,755 17,148

投資その他の資産合計 27,176 32,051

固定資産合計 600,813 591,646

資産合計 878,970 849,886
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 54,137 52,659

1年内償還予定の社債 45,000 45,000

1年内返済予定の長期借入金 87,188 163,462

リース債務 21,107 20,998

未払金 29,294 22,535

未払法人税等 398 733

引当金 4,463 2,451

その他 22,272 17,158

流動負債合計 263,859 324,996

固定負債   

社債 30,000 30,000

転換社債型新株予約権付社債 66,236 66,055

長期借入金 108,756 30,096

リース債務 46,769 43,736

引当金 3,017 3,139

資産除去債務 285 286

その他 4,044 4,451

固定負債合計 259,107 177,763

負債合計 522,966 502,759

純資産の部   

株主資本   

資本金 215,663 215,663

資本剰余金 83,194 83,194

利益剰余金 3,830 △4,037

自己株式 △5 △5

株主資本合計 302,682 294,815

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 281 161

繰延ヘッジ損益 △31 △23

為替換算調整勘定 △17,165 △17,999

その他の包括利益累計額合計 △16,915 △17,861

新株予約権 296 296

少数株主持分 69,941 69,877

純資産合計 356,004 347,127

負債純資産合計 878,970 849,886
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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４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 176,333 95,716

売上原価 114,587 83,117

売上総利益 61,746 12,599

販売費及び一般管理費 17,324 16,423

営業利益又は営業損失（△） 44,422 △3,824

営業外収益   

受取利息 45 73

持分法による投資利益 － 84

補助金収入 300 24

その他 99 89

営業外収益合計 444 270

営業外費用   

支払利息 2,757 2,043

金融組成費用 647 825

為替差損 3,858 436

その他 571 451

営業外費用合計 7,833 3,755

経常利益又は経常損失（△） 37,033 △7,309

特別利益   

固定資産売却益 123 8

負ののれん発生益 555 －

特別利益合計 678 8

特別損失   

固定資産売却損 － 23

固定資産除却損 615 9

減損損失 215 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 172 －

特別損失合計 1,002 32

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

36,709 △7,333

法人税、住民税及び事業税 345 520

法人税等調整額 528 △275

法人税等合計 873 245

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

35,836 △7,578

少数株主利益 5,165 289

四半期純利益又は四半期純損失（△） 30,671 △7,867
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

35,836 △7,578

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △650 △120

繰延ヘッジ損益 8 8

為替換算調整勘定 △8,515 △1,187

持分法適用会社に対する持分相当額 － △2

その他の包括利益合計 △9,157 △1,301

四半期包括利益 26,679 △8,879

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 24,421 △8,813

少数株主に係る四半期包括利益 2,258 △66
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

36,709 △7,333

減価償却費及びその他の償却費 31,084 32,295

減損損失 215 －

引当金の増減額（△は減少） △949 △1,455

受取利息 △45 △73

支払利息 2,757 2,043

為替差損益（△は益） 2,754 △656

持分法による投資損益（△は益） － △84

固定資産売却損益（△は益） △123 15

固定資産除却損 615 9

売上債権の増減額（△は増加） △17,979 6,237

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,423 △14,384

未収入金の増減額（△は増加） △2,931 △2,011

仕入債務の増減額（△は減少） 2,710 △1,415

未払金の増減額（△は減少） △115 631

その他 12,496 △5,338

小計 65,775 8,481

利息の受取額 389 15

利息の支払額 △1,421 △966

補助金の受取額 300 24

法人税等の支払額 △233 △116

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,810 7,438

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △1

有形固定資産の取得による支出 △17,497 △26,115

有形固定資産の売却による収入 428 199

無形固定資産の取得による支出 △42 △10

長期前払費用の取得による支出 △2,754 △3,569

子会社株式の取得による支出 △15,245 －

貸付金の回収による収入 5,686 －

投資有価証券の取得による支出 － △1,240

その他 63 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,361 △30,733
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 145 3,111

短期借入金の返済による支出 △1,589 △3,111

長期借入れによる収入 － 5,640

長期借入金の返済による支出 △7,514 △7,332

株式の発行による収入 11,625 －

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 6,773 －

セール・アンド・リースバック取引による収入 242 －

リース債務の返済による支出 △4,217 △2,850

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,465 △4,542

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,668 △311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 37,246 △28,148

現金及び現金同等物の期首残高 112,188 112,838

現金及び現金同等物の四半期末残高 149,434 84,690
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

１. 資本準備金の額の減少  

 当社は、平成23年６月28日開催の定時株主総会において、次のとおり資本準備金の額の減少について決議してお

り、平成23年７月11日付けで効力が発生しております。  

（１）目的 

 平成21年８月７日に、㈱日本政策投資銀行と締結した第三者割当増資に関する投資契約書に従い優先株主に

より金銭対価取得請求権が行使された場合に、優先株式の取得を可能とすべく会社法第461条２項所定の分配

可能額を確保することを目的としております。   

（２）資本準備金の額の減少の方法及び金額 

 資本準備金の額のうち、 円を減少し、減少した額を全額その他資本剰余金に振り替えまし

た。 

（３）資本準備金の額の減少の日程 

① 平成23年５月20日 取締役会決議日 

② 平成23年６月９日 債権者異議申述公告日  

③ 平成23年６月28日 定時株主総会決議日  

④ 平成23年７月９日 債権者異議申述 終期日  

⑤ 平成23年７月11日 効力発生日 

  

２. 新株式の発行  

 当社は、平成23年７月11日開催の取締役会において、新株式の発行を決議し、平成23年８月１日に払込が完了致

しました。その概要は次のとおりであります。 

  

 募集による新株式の発行 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

60,000,000,000

（１）募集株式の種類及び数 

  

  

  

  

  

    

下記①乃至③の合計による当社普通株式 株 

① 国内一般募集における国内引受会社による買取引受けの対象株式として当社普

通株式 株 

② 海外募集における海外引受会社による買取引受けの対象株式として当社普通株

式 株 

③ 海外募集における海外引受会社に付与する新たに追加的に発行する当社普通株

式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式 株  

57,270,000

18,270,000

33,920,000

5,080,000

（２）発行価格  １株につき 円  746

（３）発行価格の総額  円 42,723,420,000

（４）払込金額  １株につき 円  715.20

（５）払込金額の総額  円 40,959,504,000

（６）増加する資本金及び 

      資本準備金の額  

増加する資本金の額   円  

増加する資本準備金の額 円  

20,479,752,000

20,479,752,000

（７）払込期日  平成23年８月１日  
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（注）１. 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行っております。 

    ２. 上記（１）募集株式の種類及び数③に記載の海外募集の引受人に付与した新たに追加的に発行する当社

普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数は、上限の 株となり、海外募集株式数 

合計は 株となりました。 

   

 また、上記の国内一般募集及び海外募集の決議と同時にオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関

連して行う第三者割当増資を行うことを決議致しました。その概要は次のとおりであります。 

  

 第三者割当による新株式の発行 

（８）資金の使途 

  

   

   

当社広島工場における30nm及び25nmプロセスを用いた量産化を目的とした半導体

製造設備資金の一部及び貫通電極（ＴＳＶ）等の新パッケージライン・次世代プ

ロセス等の研究開発設備資金の一部、並びに借入金の返済資金の一部に充当す

る。  

（９）募集方法 

  

  

  

  

  

  

  

     

① 国内一般募集 

国内における一般募集とし、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社、モル

ガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式

会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下、「国内引受会社」と総称する。）

に、国内一般募集に係る全株式を買取引受けさせる。なお、国内一般募集の事

務幹事会社は大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社及びモルガン・スタン

レーＭＵＦＧ証券株式会社であり、当社普通株式を取得し得る投資家の需要状

況等の把握及び配分に関しては、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社及

びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社が共同して行うものとする。 

  

   

  

  

  

  

   

  

    

② 海外募集 

欧州を中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法ルール

144Ａに基づく適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集とし、

Morgan Stanley & Co. International plc及びDaiwa Capital Markets Europe 

Limitedを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー、Mizuho 

International plc、Nomura International plc及びSMBC Nikko Capital 

Markets Limitedを共同主幹事会社とする海外引受会社（以下、「海外引受会

社」と総称し、国内引受会社と併せて「引受人」と総称する。）に、海外募集

に係る全株式を総額個別買取引受けさせる。また、海外引受会社に対して上記

（１）③記載の新たに追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を付与す

る。  

5,080,000

39,000,000

（１）発行する株式の種類及び数 当社普通株式 株 2,730,000

（２）払込金額  １株につき 円  715.20

（３）払込金額の総額（上限）  円 1,952,496,000

（４）増加する資本金及び資本

準備金の額（上限）  

増加する資本金の額   円  

増加する資本準備金の額 円  

976,248,000

976,248,000

（５）割当先  大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社  

（６）申込期日  平成23年８月30日  

（７）払込期日  平成23年８月31日  

（８）資金の使途 募集による新株式発行の資金の使途と同じである。 
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３. 130％コールオプション条項付第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 

 当社は、平成23年７月11日開催の取締役会の決議に基づき、転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権

付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）を発行致しまし

た。その概要は次のとおりであります。  

  

社債の名称 

エルピーダメモリ株式会社 

130％コールオプション条項付第３回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（期中償還請求権及び転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付） 

発行価額の総額 金27,500,000,000円 

各社債の金額 金1,000,000円 

発行価格 各本社債の金額100円につき金102.5円 

発行価額 各本社債の金額100円につき金100円 

利率（％） 年0.7％ 

社債の発行日及び新株予約権の

割当日 
平成23年８月１日 

償還期限   平成28年８月１日 

償還の方法    

（１）償還金額   各本社債の金額100円につき金100円 

（２）期中償還請求による償還 

  

  

  

本新株予約権付社債の社債権者は、平成26年８月18日から平成26年８月29日まで

の間に本社債の償還を請求することができる。この場合、当社は、期中償還請求

のあった本社債全額につき平成26年９月30日に各本社債の金額100円につき金100

円で償還するものとする。 

（３）130％コールオプション条

項  

   

  

  

  

  

当社は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配

表示を含まない。）がある20連続取引日にわたり、各取引日における当該終値が

当該取引日に適用のある転換価額の130％以上であった場合、平成25年９月２日以

降、当該20連続取引日の 終日から15日以内に必要事項を公告したうえで、当該

公告において指定した償還期日（かかる償還期日は、当該公告の日から30日目以

降60日目までのいずれかの日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不

可。）を、各本社債の金額100円につき金100円で繰上償還することができる。 

担保・保証の有無  なし  

新株予約権の内容    

（１）新株予約権の数 27,500個  

（２）新株予約権の払込金額 

  

本新株予約権を引き受ける者は、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しな

いものとする。 

（３）新株予約権の目的である株

式の種類  

当社普通株式  

（４）新株予約権の行使に際して

出資される財産の内容及び

その価額  

  

  

   

① 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資

するものとする。 

② 各本新株予約権の行使に際しては出資される財産の価額は、各本新株予約権付

社債の払込金額と同額とする。 

③ 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用い

られる当社普通株式１株あたりの価額（転換価額）は、当初 円とする。   962

（５）新株予約権の行使期間  本新株予約権の新株予約権者は、平成23年９月１日から平成28年７月28日までの

間、行使請求することができる。  
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募集の方法  一般募集 

資金の使途 

  

  

  

当社広島工場における30nm及び25nmプロセスを用いた量産化を目的とした半導体

製造設備資金の一部及び貫通電極（ＴＳＶ）等の新パッケージライン・次世代プ

ロセス等の研究開発設備資金の一部、並びに借入金の返済資金の一部に充当す

る。  

財務制限条項 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

利益維持 

① 本社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債の払込期日以降、当社

の各事業年度における監査済の連結損益計算書（連結財務諸表規則による。）

に示される経常損益が３期連続して損失となった場合、その 終の事業年度

（以下「 終事業年度」という。）の末日より４か月を経過したときには、当

社は本社債について期限の利益を喪失する。ただし、 終事業年度の経常損失

額がその直前期の経常損失額を下回り、かつ、３期間の経常損失累計額が当該

連続経常損失発生１期目直前期の末日における監査済の連結貸借対照表（連結

財務諸表規則による。）に示される純資産の部の金額の30％を超えない場合に

は、この限りではない。 

② 上記ただし書の場合で、 終事業年度に引き続く事業年度における経常損益が

損失となり、その事業年度の末日より４か月を経過したときには、当社は本社

債について期限の利益を喪失する。 
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4．補足情報 

 
(1)  要約四半期連結損益計算書 （単位：百万円） 

前第１四半期 

自平成22年４月１日 

至平成22年６月30日 

前第２四半期 

自平成22年７月１日

至平成22年９月30日

前第３四半期 

自平成22年10月１日

至平成22年12月31日

前第４四半期 

自平成23年１月１日 

至平成23年３月31日 

当第１四半期 

自平成23年４月１日

至平成23年６月30日

 

 ％ ％ ％  ％ ％

売上高 176,333 100.0 148,799 100.0 97,072 100.0 92,112 100.0 95,716 100.0

売上総利益（損失） 61,746 35.0 40,190 27.0 (7,713) -7.9 7,265 7.9 12,599 13.2

販売費及び一般管理費 17,324 9.8 16,713 11.2 19,161 19.7 12,502 13.6 16,423 17.2

営業利益（損失） 44,422 25.2 23,477 15.8 (26,874) -27.7 (5,237) -5.7 (3,824) -4.0

税金等調整前四半期純利益 

（損失） 
36,709 20.8 15,162 10.2 (28,027) -28.9 (7,065) -7.7 (7,333) -7.7

四半期純利益（損失） 30,671 17.4 9,217 6.2 (29,596) -30.5 (8,196) -8.9 (7,867) -8.2

EBITDA(1) 70,550 40.0 48,836 32.8 6,181 6.4 26,944 29.3 27,005 28.2

為替レート（円） 

（US$期中平均レート） 
91.87 88.06 82.97 82.88 82.16 

 

(2)  連結経営指標 （単位：百万円） 
 前第１四半期末 

平成22年６月30日 

前第２四半期末 

平成22年９月30日 

前第３四半期末 

平成22年12月31日 

前第４四半期末 

平成23年３月31日 

当第１四半期末 

平成23年６月30日 

現金及び預金 150,584 131,153** 164,706 112,839 84,692 

売上債権滞留日数(2) 70日 73日 74日 74日 65日 

たな卸資産保有日数(3) 58日 55日 56日 77日 94日 

有利子負債残高(4) 493,477 436,075 444,847 405,056 399,347 

ネットD/Eレシオ(5) 1.14倍 0.99倍 1.00倍 1.02倍 1.14倍 

自己資本比率(6) 30.3% 32.0% 29.9% 32.5% 32.6% 

 

(3)  要約四半期連結キャッシュ・フロー （単位：百万円） 

 

前第１四半期 

自平成22年４月１日 

至平成22年６月30日 

前第２四半期 

自平成22年７月１日

至平成22年９月30日

前第３四半期 

自平成22年10月１日

至平成22年12月31日

前第４四半期 

自平成23年１月31日 

至平成23年３月31日 

当第１四半期 

自平成23年４月31日

至平成23年６月30日

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
64,810 61,398 48,458 (1,700) 7,438 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(29,361) (25,845) (34,651) (20,735) (30,733) 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
5,465 (53,579) 18,201 (30,544) (4,542) 

フリー・キャッシュ・フロー 35,449 35,553 13,807 (22,435) (23,295) 

 

                              

(1) EBITDA ＝ 税金等調整前四半期純損益 ＋ 支払利息 ＋ 減価償却費 

(2) 売上債権滞留日数（日）＝（期末売上債権残高 ／月平均売上高） × 30日 

(3) たな卸資産保有日数（日）＝（期末たな卸資産残高 ／ 月平均売上原価） × 30日 

(4) 有利子負債残高 ＝ 社債 ＋ 長・短借入金 ＋ 長・短リース債務 

(5) ネットD/Eレシオ（倍）＝（有利子負債残高 － 現金及び預金）／ 自己資本* 

(6) 自己資本比率（％）＝ 自己資本* ／ 総資産 × 100  

*自己資本 ＝ 純資産 － 新株予約権 － 少数株主持分 

**有価証券を含む。 
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