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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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 ％

21年3月期第3四半期 68,115 ― 2,402 ― 2,554 ― 1,527 ―

20年3月期第3四半期 79,491 △2.5 7,419 △15.8 7,552 △17.0 4,431 △25.8

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

21年3月期第3四半期 18.78 ―

20年3月期第3四半期 54.53 54.33

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

21年3月期第3四半期 97,298 68,391 69.3 829.05
20年3月期 103,388 70,903 67.7 860.67

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  67,393百万円 20年3月期  69,964百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― 7.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.50 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 94,000 △11.2 4,000 △57.8 4,000 △57.0 2,400 △55.7 29.52

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想（平成20年10月21日発表）の見直しは行っておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際
の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関す
る定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第3四半期  82,623,376株 20年3月期  82,623,376株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,333,787株 20年3月期  1,332,142株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  81,290,298株 20年3月期第3四半期  81,251,087株

－1－



 

【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く市場環境は、米国のサブプライム

ローン問題に端を発した金融危機による景気後退が顕在化し、急激な円高、急速な需要減退など、

大変厳しい状況となりました。 

このような背景のもとで、当社グループは、国内外での拡販と業務の効率化、経費削減などを

進めてまいりましたが、世界的な規模での急激な需要の冷え込みから、電気・電子、半導体、自

動車など幅広い産業における生産調整や設備投資抑制などが加速し、電子・機能部材関連製品及

び半導体関連製品などが大幅な受注減となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高681億15百万円（前年同期比

14.3％減）、営業利益24億２百万円（前年同期比67.6％減）、経常利益25億54百万円（前年同期

比66.2％減）、四半期純利益15億27百万円（前年同期比65.5％減）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①電子・機能部材関連事業につきましては、キーパッドは携帯電話用の中・高位機種及び車載用

が数量大幅減となり、売上げは減少しました。インターコネクター、OA機器用部品、及び塩ビコ

ンパウンドも低調となりました。 

この結果、売上高は364億32百万円（前年同期比14.0％減）、営業利益は19億16百万円となり

ました。 

②包装資材関連事業につきましては、半導体関連容器は、上半期では堅調に推移した300㎜ウエ

ーハ輸送容器（FOSB）の受注が、下半期に入り低下し、さらに半導体業界の設備投資抑制により

300mm工程容器（FOUP）の受注減が加速したため、全体として売上げは前年を大きく下回りまし

た。キャリアテープ関連製品は、電子部品業界の需要低迷の影響を受け、売上げは低調でした。

ラップフィルムは堅調でしたが、プラスチックシート関連製品は、自動車関連の海外需要の急激

な落込みの影響を受けました。 

この結果、売上高は225億68百万円（前年同期比17.1％減）、営業利益は14億77百万円となり

ました。 

③建設資材・工事関連事業他につきましては、塩ビパイプ関連製品は、公共事業の落ち込みによ

り低調に推移しました。外装材関連製品は、売上げは前年並みでした。工事関連事業は、需要の

低迷により、売上げは減少しました。 

この結果、売上高は91億14百万円（前年同期比8.1％減）、営業損失は2億76百万円となりまし

た。 

 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本につきましては、キーパッド及び半導体関連容器の落ち込みが大きく、また、建設資材・

工事関連需要の低迷が響き、売上げは減少しました。 

 この結果、売上高は439億99百万円、営業利益は13億13百万円となりました。 

②アジアにつきましては、携帯電話用キーパッドは中位機種は減少しましたが、低位機種は好調

で、全体として横ばいとなりました。OA機器用部品は、需要が伸びず低調に推移しました。 

この結果、売上高は131億97百万円、営業利益は14億32百万円となりました。 

③欧州につきましては、携帯電話用キーパッドで価格下落及び生産調整に伴う受注減少が続き、

売上げは大きく落ち込みました。 

この結果、売上高は58億97百万円、営業利益は2億19百万円となりました。 

④北米につきましては、キーパッドの携帯電話用途が新機種の立上げの遅れなどで低調に推移し、

売上げは減少しました。 

この結果、売上高は50億22百万円、営業利益は65百万円となりました。 
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※ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。

したがいまして、当第３四半期連結累計期間の連結損益計算書と前年同期の連結損益計算書とで

は作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

 

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 

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、売上債権が41億81百万円、有形固定資産が

21億55百万円、それぞれ減少したこと等により、972億98百万円（前連結会計年度末比60億90

百万円減）となりました。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、未払法人税等が14億3百万円、賞与引当金が7

億58百万円、未払金が6億3百万円、長期借入金が5億71百万円、それぞれ減少したこと等によ

り、289億6百万円（前連結会計年度末比35億78百万円減）となりました。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、四半期純利益の計上15億27百万円と配当金

の支払12億19百万円等により利益剰余金が2億18百万円増加しましたが、為替換算調整勘定が

26億69百万円、その他有価証券評価差額金が1億20百万円、それぞれ減少したこと等により、

683億91百万円（前連結会計年度末比25億11百万円減）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前

連結会計年度末より13億3百万円減少し、212億42百万円となりました。 

各活動別のキャッシュ・フローの状況とそ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） 

営業活動による資金の増加額は、46億61百万円となりました。これは、税金等調整前四半期

純利益22億70百万円、減価償却費31億42百万円の計上、売上債権の減少30億97百万円及び仕入

債務の増加6億71百万円等による資金の増加とたな卸資産の増加による支出22億19百万円及び

法人税等の支払28億43百万円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少額は、主に当社及び生産子会社における有形固定資産の取得によ

る支出23億20百万円、投資有価証券の取得による支出4億76百万円（うち、非連結子会社への

出資3億92百万円）等により、27億76百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少額は、配当金の支払いによる支出12億19百万円、長期借入金の返

済による支出5億71百万円等により、19億87百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

世界的信用不安の中にあり、為替及び通信、電気・電子、自動車の市場動向の変動が激しく、

現段階で第４四半期の事業環境を見極めることが困難であるため、平成20年10月21日発表の業績

予想については現時点で見直しを行っておりません。今後の情報収集等により、通期の業績見込

みについて見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示致します。 

 

４．その他 

(1) 期中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） 

  該当事項はありません。 

(2) 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 

  (簡便な会計処理) 

 ①棚卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会

計期間末の実地棚卸残高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 ②法人税等の計上基準 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

  (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

  該当事項はありません。 

(3) 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 

 ①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

  第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しており

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっ

ておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、

それぞれ66百万円減少しております。 

 ③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

取扱い」（実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

  これにより、期首の利益剰余金は88百万円減少し、また当第３四半期連結累計期間の営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ6百万円減少しております。 

 

－4－

信越ポリマー株式会社　(7970)　平成21年３月期　第３四半期決算短信

－4－



５．四半期連結財務諸表 
(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20年12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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,627 22,880

受取手形及び売掛金 26,623 30,804

商品及び製品 9,022 7,514

仕掛品 900 898

原材料及び貯蔵品 3,416 3,253

未収入金 3,182 3,495

繰延税金資産 684 1,093

その他 396 277

貸倒引当金 △191 △361

流動資産合計 65,663 69,856

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,421 9,080

機械装置及び運搬具（純額） 6,319 6,651

土地 6,261 6,739

建設仮勘定 3,794 3,774

その他（純額） 1,943 2,649

有形固定資産合計 26,739 28,895

無形固定資産   

ソフトウエア 176 210

その他 30 78

無形固定資産合計 207 289

投資その他の資産   

投資有価証券 1,510 1,486

繰延税金資産 2,120 2,130

その他 1,057 730

投資その他の資産合計 4,687 4,347

固定資産合計 31,634 33,532

資産合計 97,298 103,388
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(単位：百万円)

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成20年12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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,546 20,596

短期借入金 2,613 2,846

未払金 200 803

未払法人税等 230 1,633

未払費用 1,582 1,527

賞与引当金 519 1,277

役員賞与引当金 21 30

その他 775 872

流動負債合計 26,489 29,588

固定負債   

長期借入金 577 1,148

退職給付引当金 1,427 1,328

役員退職慰労引当金 － 383

その他 412 36

固定負債合計 2,417 2,896

負債合計 28,906 32,485

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,635 11,635

資本剰余金 10,469 10,469

利益剰余金 47,372 47,154

自己株式 △942 △942

株主資本合計 68,535 68,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5 114

為替換算調整勘定 △1,136 1,532

評価・換算差額等合計 △1,141 1,647

新株予約権 273 221

少数株主持分 724 717

純資産合計 68,391 70,903

負債純資産合計 97,298 103,388
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 68,115

売上原価 53,134

売上総利益 14,981

販売費及び一般管理費 12,578

営業利益 2,402

営業外収益  

受取利息 231

その他 73

営業外収益合計 305

営業外費用  

支払利息 58

通貨スワップ評価損 62

その他 32

営業外費用合計 152

経常利益 2,554

特別利益  

固定資産売却益 9

投資有価証券売却益 1

貸倒引当金戻入額 161

特別利益合計 172

特別損失  

固定資産除却損 55

投資有価証券評価損 249

たな卸資産処分損 151

特別損失合計 456

税金等調整前四半期純利益 2,270

法人税、住民税及び事業税 596

法人税等還付税額 △119

法人税等調整額 229

法人税等合計 705

少数株主利益 37

四半期純利益 1,527
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 2,270

減価償却費 3,142

退職給付引当金の増減額（△は減少） 100

受取利息及び受取配当金 △250

支払利息 58

為替差損益（△は益） 66

有形固定資産除却損 55

有形固定資産売却損益（△は益） △9

売上債権の増減額（△は増加） 3,097

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,219

仕入債務の増減額（△は減少） 671

未払又は未収消費税等の増減額 204

その他 106

小計 7,295

利息及び配当金の受取額 259

利息の支払額 △50

法人税等の支払額 △2,843

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,661

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △50

有形固定資産の取得による支出 △2,320

有形固定資産の売却による収入 159

投資有価証券の取得による支出 △476

その他 △88

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,776

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △186

長期借入金の返済による支出 △571

配当金の支払額 △1,219

その他 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,987

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,303

現金及び現金同等物の期首残高 22,545

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,242
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期

財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１４号）を適用しております。ま

た、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 

電子・機能 

部材関連事業

(百万円) 

包装資材 

関連事業 

(百万円) 

建設資材・工

事関連事業他

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 36,432  22,568 9,114 68,115 －  68,115 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－  11 519 531 （531） － 

計 36,432  22,580 9,633 68,646 （531） 68,115 

営業利益又は営業損失(△) 1,916  1,477 △276 3,117 （714） 2,402 

(注)１ 事業区分の方法：事業の種類・性質を考慮して区分しております。 

  ２ 各区分に属する主要な製品の名称 

   (1) 電子・機能部材関連事業：キーパッド、インターコネクター、ＯＡ機器用部品、シリコーンゴム成形 

                 品、塩ビコンパウンド 

   (2) 包装資材関連事業：半導体関連容器、キャリアテープ関連製品、ラップフィルム、プラスチックシート 

              関連製品 

   (3) 建設資材・工事関連事業他：塩ビパイプ関連製品、外装材関連製品、建築・店舗の設計・施工、その他 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 
日本 

(百万円) 

アジア 

(百万円)

欧州 

(百万円)

北米 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高    

(1)外部顧客に対する売上
高 

43,999  13,197 5,897 5,022 68,115  －  68,115 

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

6,734  8,102 9 38 14,884  （14,884） － 

計 50,733  21,299 5,906 5,061 83,000  （14,884） 68,115 

営業利益 1,313  1,432 219 65 3,030  （628） 2,402 

(注)１ 国又は地域の区分の方法：地理的近接度によっております。 

  ２ 各区分に属する主な国又は地域 

   (1) アジア：シンガポール、香港、マレーシア、中国、インドネシア 

   (2) 欧州：オランダ、ハンガリー 

   (3) 北米：米国、メキシコ 
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【海外売上高】 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 アジア 欧州 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 15,207 6,776 4,344 741  27,070 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  68,115 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

22.3 9.9 6.4 1.1  39.7 

(注) １ 国又は地域の区分の方法：地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア：中国、香港、マレーシア、韓国 

(2) 欧州：ハンガリー、フィンランド 

(3) 北米：米国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

(6) 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。 

 

 「参考資料」 

  前年同四半期に係る財務諸表等 

   ①（要約）四半期連結損益計算書 

                          （単位：百万円） 

 
科目 

 

前年同四半期連結累計期間 
 （自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日） 

Ⅰ 売上高 79,491 

Ⅱ 売上原価 58,503 

  売上総利益 20,987 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 13,568 

  営業利益 7,419 

Ⅳ 営業外収益 459 

Ⅴ 営業外費用 327 

  経常利益 7,552 

Ⅵ 特別利益 149 

Ⅶ 特別損失 59 

  税金等調整前四半期純利益 7,642 

  税金費用 3,119 

  少数株主利益 92 

  四半期純利益 4,431 
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