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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年2月1日～平成25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 ％

25年12月期第3四半期 147,365 △8.0 15,573 61.7 5,685 △25.6 382 137.8
25年1月期第3四半期 160,245 △18.8 9,629 50.2 7,639 519.6 160 ―

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 11,147百万円 （383.9％） 25年1月期第3四半期 2,303百万円 （―％）

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

25年12月期第3四半期 △1.78 ―
25年1月期第3四半期 △2.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第3四半期 474,575 189,701 34.7
25年1月期 493,334 180,325 32.2
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  164,902百万円 25年1月期  158,746百万円

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  
（注）現時点において、平成25年12月期の1株当たり配当金については未定であります。 
（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、サ
マリー情報3ページの「（参考）A種種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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

25年1月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
25年12月期 ― 0.00 ―
25年12月期（予想） ― ―

3. 平成25年 12月期の連結業績予想（平成25年 2月 1日～平成25年 12月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
（注）当社は、平成25年4月25日に開催された定時株主総会で、「定款一部変更の件」が承認されたことを受け、平成25年度より1月31日の決算期を12月31日に
変更いたしました。従いまして、経過期間となる平成25年12月期は、平成25年2月1日から平成25年12月31日までの11ヶ月決算となるため、対前期増減率は表
示しておりません。 

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 183,000 ― 17,000 ― 6,000 ― 500 ― △2.05



(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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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ページの「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
 当社は、平成25年4月25日に開催された定時株主総会で、「定款一部変更の件」が承認されたことを受け、平成25年度より1月31日の決算期を12月31日に変更
いたしました。従いまして、経過期間となる平成25年12月期は、平成25年2月1日から平成25年12月31日までの11ヶ月決算となります。 
 
 平成25年12月期の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します。 
 
 当社は、平成25年12月6日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料につきましては、当社ウェブサイト
に掲載する予定です。 

※  注記事項

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） 25年12月期3Q 257,751,739 株 25年1月期 257,751,739 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 5,806 株 25年1月期 5,166 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 257,746,183 株 25年1月期3Q 257,746,813 株



（参考）A種種類株式の配当の状況
普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

Ａ種種類株式
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

25年 1月期 2,500,000.00
25年12月期
25年12月期（予想） －
（注）現時点において平成25年12月期の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

－ － － 2,500,000.00
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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3四半期累計期間における市場環境は、タブレットは伸張したものの、パソコンは引き続き減速

いたしました。また、これまで市場を牽引してきたスマートフォンは、第3四半期に入るとハイエンド

品のローエンド品へのシフトが進みました。 

このような需要構造の変化の結果、客先のファウンドリーは生産調整を行い、第3四半期の半導体用

シリコンウェーハ需要は減少いたしました。 

 

このような環境のもと、当社グループでは、「ＳＵＭＣＯビジョン」の方針に基づき、製品の差別化

のための技術開発とコスト低減を行い、損益分岐点の改善に努めてまいりました。 

 

＜SUMCOビジョン＞ 

１．技術で世界一の会社 

２．景気下降局面でも赤字にならない会社 

３．社員が活き活きとした利益マインドの高い会社 

４．海外市場に強い会社 

 

以上の結果、当第3四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 147,365百万円、営

業利益は 15,573百万円、経常利益は 5,685百万円となりました。また、特別損失として事業構造改善

費用 2,658百万円を計上した結果、四半期純利益は 382百万円となりました。 

 

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

第3四半期に始まった調整局面は当初見通しに比べ若干緩やかであったものの、第4四半期も調整局

面が継続すると考えております。 

 

このような市場見通しのもと、当社グループではコスト合理化を継続し、景気下降局面でも収益を確

保できる収益基盤の強化を推進してまいります。 

 

なお、平成25年12月期の連結業績予想につきましては、本年9月6日公表の予想値を下記の通り変

更いたしました。 

 

詳細は本日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

 平成25年12月期連結業績予想（平成25年2月1日～平成25年12月31日） 

 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

前回発表予想（Ａ） 180,000 15,000 5,000  500 

今回修正予想（Ｂ） 183,000 17,000 6,000  500 

増 減 額（Ｂ－Ａ） 3,000 2,000 1,000  0

   

（注）業績予想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、実際の数値は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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２．四半期連結財務諸表 
（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25年１月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,103 20,354

受取手形及び売掛金 32,457 29,353

有価証券 37,000 24,500

商品及び製品 17,030 14,898

仕掛品 11,229 11,491

原材料及び貯蔵品 84,798 110,263

その他 9,253 8,432

貸倒引当金 △131 △11

流動資産合計 226,741 219,283

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 95,488 92,967

機械装置及び運搬具（純額） 46,549 51,570

土地 20,235 20,245

建設仮勘定 16,328 8,133

その他（純額） 759 604

有形固定資産合計 179,360 173,520

無形固定資産   

のれん 15,231 13,987

その他 2,613 2,358

無形固定資産合計 17,844 16,346

投資その他の資産   

投資有価証券 118 119

長期前渡金 58,094 55,007

繰延税金資産 5,925 5,736

その他 5,619 4,946

貸倒引当金 △370 △384

投資その他の資産合計 69,387 65,425

固定資産合計 266,592 255,292

資産合計 493,334 474,575
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年１月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,658 24,140

短期借入金 125,308 90,370

リース債務 9,074 5,205

未払法人税等 236 348

引当金 2,171 1,382

その他 19,838 9,189

流動負債合計 185,287 130,636

固定負債   

長期借入金 103,150 129,730

リース債務 2,410 2,292

退職給付引当金 17,544 17,360

その他 4,614 4,853

固定負債合計 127,721 154,237

負債合計 313,008 284,874

純資産の部   

株主資本   

資本金 136,607 136,607

資本剰余金 15,676 15,676

利益剰余金 16,849 15,591

自己株式 △8 △9

株主資本合計 169,124 167,865

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 0

繰延ヘッジ損益 △3,431 84

土地再評価差額金 2,671 2,671

在外子会社の退職給付債務調整額 － △135

為替換算調整勘定 △9,618 △5,583

その他の包括利益累計額合計 △10,378 △2,963

少数株主持分 21,579 24,799

純資産合計 180,325 189,701

負債純資産合計 493,334 474,575
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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24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年10月31日) 

売上高 160,245 147,365

売上原価 132,431 116,298

売上総利益 27,813 31,067

販売費及び一般管理費 18,183 15,494

営業利益 9,629 15,573

営業外収益   

受取利息 19 25

受取配当金 41 16

為替差益 300 －

助成金収入 735 167

受取補償金 14 63

その他 281 163

営業外収益合計 1,393 435

営業外費用   

支払利息 2,451 2,570

為替差損 － 5,847

その他 932 1,905

営業外費用合計 3,383 10,323

経常利益 7,639 5,685

特別利益   

受取補償金 1,057 －

退職給付信託設定益 319 －

特別利益合計 1,377 －

特別損失   

事業構造改善費用 7,263 2,658

特別損失合計 7,263 2,658

税金等調整前四半期純利益 1,754 3,027

法人税等 521 1,460

少数株主損益調整前四半期純利益 1,232 1,566

少数株主利益 1,071 1,183

四半期純利益 160 382
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年10月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,232 1,566

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △149 △0

繰延ヘッジ損益 116 3,515

在外子会社の退職給付債務調整額 － △277

為替換算調整勘定 1,104 6,343

その他の包括利益合計 1,071 9,581

四半期包括利益 2,303 11,147

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 701 7,797

少数株主に係る四半期包括利益 1,601 3,350
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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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