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

25年12月期第1四半期 46,646 △11.6 4,154 42.4 1,284 △32.0 588 △72.5
25年1月期第1四半期 52,755 △19.7 2,917 52.1 1,890 725.5 2,141 ―

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 4,185百万円 （△29.0％） 25年1月期第1四半期 5,894百万円 （―％）

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1四半期 1.22 ―
25年1月期第1四半期 8.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 489,823 182,870 32.7
25年1月期 493,334 180,325 32.2
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  159,954百万円 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 ―
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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
(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

第2四半期(累計) 100,000 △8.0 10,000 45.0 5,000 △5.6 1,000 △79.9 1.70
通期 192,000 ― 24,000 ― 16,000 ― 10,000 ― 34.80



(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。 
 
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6月7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1Q 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1Q 5,366 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1Q 257,746,460 株 25年1月期1Q 257,746,857 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 1 四半期連結累計期間における市場環境は、スマートフォン・タブレットは堅調だったものの、

パソコンの販売減速に加え、民生・産業用電子機器向けの需要回復が遅れているため、シリコンウェー

ハの需要は調整局面が続きましたが、２月を底に緩やかな回復基調にあります。 

このような環境のもと、当社グループは、間接費の削減・コスト合理化を遂行し、損益分岐点の改善

に努めております。 

以上の結果、当第1四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 46,646百万円、営

業利益は 4,154百万円、経常利益は 1,284百万円となりました。また、四半期純利益は 588百万円と

なりました。 

 

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

当連結会計年度のシリコンウェーハ市場は、第1四半期を底に、今後は緩やかに回復していくものと

予想しております。 

 平成25年 12月期の連結業績予想につきましては、本年3月 26日公表の予想値を変更しておりませ

ん。 
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,103 25,349

受取手形及び売掛金 32,457 30,109

有価証券 37,000 37,000

商品及び製品 17,030 17,129

仕掛品 11,229 11,901

原材料及び貯蔵品 84,798 96,451

その他 9,253 8,348

貸倒引当金 △131 △10

流動資産合計 226,741 226,280

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 95,488 94,819

機械装置及び運搬具（純額） 46,549 46,837

土地 20,235 20,221

建設仮勘定 16,328 15,461

その他（純額） 759 682

有形固定資産合計 179,360 178,021

無形固定資産   

のれん 15,231 14,816

その他 2,613 2,506

無形固定資産合計 17,844 17,323

投資その他の資産   

投資有価証券 118 119

長期前渡金 58,094 57,059

繰延税金資産 5,925 6,154

その他 5,619 5,246

貸倒引当金 △370 △381

投資その他の資産合計 69,387 68,197

固定資産合計 266,592 263,543

資産合計 493,334 489,823
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,658 30,165

短期借入金 125,308 129,379

リース債務 9,074 8,621

未払法人税等 236 235

引当金 2,171 3,553

その他 19,838 16,538

流動負債合計 185,287 188,493

固定負債   

長期借入金 103,150 94,396

リース債務 2,410 1,884

退職給付引当金 17,544 17,604

その他 4,614 4,574

固定負債合計 127,721 118,460

負債合計 313,008 306,953

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 15,797

自己株式 △8 △9

株主資本合計 169,124 168,072

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 △3,430

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 － △129

為替換算調整勘定 △9,618 △7,229

その他の包括利益累計額合計 △10,378 △8,117

少数株主持分 21,579 22,915

純資産合計 180,325 182,870

負債純資産合計 493,334 489,823
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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24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年４月30日) 

売上高 52,755 46,646

売上原価 43,631 37,359

売上総利益 9,124 9,286

販売費及び一般管理費 6,206 5,132

営業利益 2,917 4,154

営業外収益   

受取利息 3 8

受取配当金 20 －

助成金収入 267 106

受取補償金 5 59

その他 116 59

営業外収益合計 412 234

営業外費用   

支払利息 827 829

為替差損 371 2,060

その他 242 213

営業外費用合計 1,440 3,103

経常利益 1,890 1,284

特別利益   

受取補償金 527 －

特別利益合計 527 －

特別損失   

事業構造改善費用 57 112

特別損失合計 57 112

税金等調整前四半期純利益 2,360 1,171

法人税等 180 245

少数株主損益調整前四半期純利益 2,180 926

少数株主利益 38 338

四半期純利益 2,141 588
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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24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年４月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,180 926

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 248 △0

繰延ヘッジ損益 30 0

在外子会社の退職給付債務調整額 － △265

為替換算調整勘定 3,436 3,523

その他の包括利益合計 3,714 3,258

四半期包括利益 5,894 4,185

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,434 2,849

少数株主に係る四半期包括利益 1,460 1,336
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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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