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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

21年3月期 84,739 △19.9 1,359 △85.7 1,263 △86.4 △200 ―

20年3月期 105,799 △1.8 9,482 △20.0 9,296 △22.9 5,415 △33.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △2.47 ― △0.3 1.3 1.6
20年3月期 66.64 66.46 8.0 8.9 9.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 85,914 63,213 72.5 766.38
20年3月期 103,388 70,903 67.7 860.67

（参考） 自己資本   21年3月期  62,298百万円 20年3月期  69,964百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 4,412 △2,798 482 22,058
20年3月期 3,130 △7,453 △1,836 22,545

2.  配当の状況 

（注）22年３月期の配当金額は未定とさせていただきます。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 1,219 22.5 1.8
21年3月期 ― 7.50 ― 4.50 12.00 975 ― 1.5

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
 22年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なため、記載しておりません。なお、当該理由等は、４ページ「１．
経営成績 (1)経営成績に関する分析、次期の見通し」に記載しております。 
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、41ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  1,334,316株 20年3月期  1,332,142株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

21年3月期 53,771 △20.5 △987 ― 314 △91.4 △936 ―

20年3月期 67,658 7.1 2,671 16.6 3,634 7.9 1,621 △30.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △11.52 ―

20年3月期 19.96 19.90

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 58,178 40,601 69.3 496.10
20年3月期 66,387 42,782 64.1 523.57

（参考） 自己資本 21年3月期  40,327百万円 20年3月期  42,561百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたもので
あり、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。なお、上記予想に関する事項は、４ページ「１．経営成績 (1)経営成績に関する分
析、次期の見通し」をご覧ください。 
２．22年３月期の配当予想額につきましては、６ページ「１．経営成績 (3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」に記載のとおり、現時点では
未定とさせていただきます。今後の業績動向などを勘案し、配当予想額の開示が可能となり次第、速やかに開示いたします。 

信越ポリマー㈱　（７９７０）平成21年３月期　決算短信

－2－



  

１．経営成績 

(1)経営成績に関する分析 

当社グループを取り巻く市場環境は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気後退が顕在化

し、急速な需要減退など、かつてない大変厳しい状況となりました。 

電子・機能部材関連分野や電子部品用包装資材関連分野では、期の後半より、携帯電話が伸び

ていた新興国需要も減速し、また、300ｍｍウエーハなど半導体関連分野も需要が急減しました。

また、建設資材･工事関連分野では、公共投資の縮小や住宅着工件数の減少などにより需要は伸

び悩みました。 

このような背景のもとで、当社グループは、国内外での拡販に全力をあげると共に、固定費削

減などコストの低減に 大限の努力を尽くしてまいりました。 

しかし、電気・電子機器、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

どが続き、電子・機能部材関連製品及び半導体関連製品をはじめとした受注減少に歯止めがかか

らず、また、繰延税金資産の取崩しなどから減収・減益となりました。 

当連結会計年度の業績は、売上高 847 億 39 百万円（前期比 210 億 59 百万円、19.9％減）、営

業利益 13 億 59 百万円（前期比 81 億 23 百万円、85.7％減）、経常利益 12 億 63 百万円（前期比

80 億 32 百万円、86.4％減）、当期純損失２億円（前期は当期純利益 54 億 15 百万円）となりま

した。 

事業の種類別セグメントの業績概況 

①電子・機能部材関連事業につきましては、キーパッドは、通期では携帯電話用の受注数は増加

しましたが、単価の下落が続き、また、期後半の需要減退の影響を受け、売上げ、利益共に大幅

に減少しました。インターコネクターは、車載用、携帯電話用途での受注減により、売上げ、利

益共に大幅に減少しました。OA 機器用部品は需要低迷の影響を受け、売上は減少しましたが、

原価低減により増益となりました。シリコーンゴム成形品は、電子部品･車載向けが急減し、医

療関連も低調で、売上げ、利益共に減少しました。塩ビコンパウンドは、自動車関連分野の需要

急減が影響し低調でした。 

この結果、売上高 459 億 94 百万円（前期比 112 億 55 百万円、19.7％減）、営業利益 15 億 61

百万円（前期比 36 億 89 百万円、70.3％減）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、300ｍｍウエーハの輸送容器･工程容器

はじめ８インチ以下の輸送容器も需要の急減により、受注が減少し、大幅な減収・減益となりま

した。また、キャリアテープ関連製品は、電子部品業界、半導体業界の需要急減の影響で、売上

げは大きく前年を下回りました。食品用ラップフィルムは需要減少の影響が小さく、新製品も寄

与し堅調でした。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

を大きく受けました。 

この結果、売上高 267 億 39 百万円（前期比 88 億 67 百万円、24.9％減）、営業利益９億 35 百

万円（前期比 43 億 83 百万円、82.4％減）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、公共投資の縮小など需要

の低迷により売上げは減少しましたが、価格改定などにより利益は若干改善しました。外装材関

連製品は、住宅着工件数の減少や需要の落ち込むなか売上げは前年並みとなりました。工事関連

事業は、店舗の新築・改装などに注力しましたが、建設業界の低迷が響き低調でした。 

この結果、売上高 120 億５百万円（前期比９億 36 百万円、7.2％減）、営業損失１億 80 百万

円（前期比 66 百万円の損失増加）となりました。 
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所在地別セグメントの業績概況 

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業績が大きく落ち込みました。また、食

品用ラップフィルムは堅調でしたが、車載用プラスチックシートが低調となりました。建設資材

関連事業は、建設資材・工事関連需要の低迷が響きました。 

この結果、売上高 539 億 54 百万円（前期比 135 億 61 百万円、20.1％減）となり、営業利益３億

35 百万円（前期比 55 億５百万円、94.3％減）となりました。 

②アジアにつきましては、電子・機能部材関連事業において、携帯電話用キーパッドは需要減少の

なか、低位機種が数量増となり前期並みでした。OA 機器用部品は、需要が減少し低調となりま

した。 

 この結果、売上高 170 億９百万円（前期比 11 億 78 百万円、6.5％減）となり、営業利益 17 億円

（前期比 23 億 98 百万円、58.5％減）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の価格下落及び受注減少などが続き、売上げは前年

を下回りました。 

 この結果、売上高 78 億 46 百万円（前期比 34 億 92 百万円、30.8％減）となり、営業利益１億円

（前期比２億８百万円、67.6％減）となりました。 

④北米につきましては、キーパッドは携帯電話用途で価格下落と需要減退の影響を受け、売上げは

前年を下回りました。インターコネクターは携帯電話用途の減少により低調でした。 

この結果、売上高 59 億 28 百万円（前期比 28 億 27 百万円、32.3％減）となり、営業損失 58 百

万円（前期は営業利益２億 86 百万円）となりました。 

次期の見通し 

当社主要製品の市場は、電気・電子、情報通信、自動車、そして建設等、いずれの分野におい

ても昨年来の世界金融危機による急激かつ広範な信用収縮や需要減退の影響から、今なお先行き

不透明感が続いており、各国政府の懸命な産業救済策はあるものの予断を許さない状況にありま

す。 

現時点において需要の回復の時期、水準が予想できない状況であり、合理的な業績予想の算定

が困難であることから、次期の業績予想は未定とさせていただきます。 

当社といたしましては、現在の苦境を克服するため、あらゆる営業努力を傾注してユーザーに

密着し、拡販の機会を創造すること、また、比例費引き下げと固定費の削減に徹し、利益の確保

に全力を挙げ、業績向上に努めてまいります。なお、業績予想の開示が可能となった時点で速や

かに開示いたします。 
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(2)財政状態に関する分析 

財政状態 

当連結会計年度末における総資産は、売上債権が 106 億 16 百万円、有形固定資産が 42 億 75 百

万円、たな卸資産が 10 億 13 百万円それぞれ減少したこと等により、859 億 14 百万円（前期比 174

億 74 百万円減）となりました。負債は、短期借入金が 27 億 14 百万円増加しましたが、仕入債務

が 86 億 17 百万円、未払法人税等が 14 億 92 百万円、長期借入金が 10 億 61 百万円それぞれ減少し

たこと等により 227 億 1 百万円（前期比 97 億 84 百万円減）となりました。純資産は、為替換算調

整勘定が 60 億 71 百万円、利益剰余金が 15 億 9 百万円それぞれ減少したこと等により、632 億 13

百万円（前期比 76 億 90 百万円減）となりました。 

キャッシュ・フロー 

当連結会計年度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４億 87 百万円減少し、220 億 58 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） 

当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、44 億 12 百万円（前期比 12 億 81 百万

円の収入増）となりました。これは売上債権の減少による増加 84 億 19 百万円及び税金等調整前当

期純利益９億 20 百万円と減価償却費 42 億 14 百万円の計上による増加のほか、仕入債務の減少に

よる支出 69 億 95 百万円及び法人税等の支払 28億 20 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） 

当連結会計年度における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 25 億 14 百万円により、27 億 98 百万円（前期比 46 億 54 百万円の支出

減）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動による資金の増加額は、長期借入金の返済 10 億 61 百万円、配

当金の支払いによる支出 12 億 19 百万円等を短期借入金の増加 27 億 75 百万円が上回った結果、４

億 82 百万円（前期比 23 億 19 百万円の収入増）となりました。 

 

（参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド 

 45期 46期 47期 48期 49期 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 55.6 59.2 62.8 67.7 72.5

時価ベースの自己資本比率（％） 72.1 153.6 111.7 46.9 40.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 0.8 0.7 0.3 1.3 1.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 93.3 75.7 78.4 33.4 60.4

※自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

（注３) 営業キャッシュ･フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対

象としております。  

    また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社では、株主の皆様への収益還元は 重要課題と考えております。配当を安定的に維持、増大

させていくことは勿論、内部留保の充実を通し研究開発への注力と、絶えざる設備の革新や能力の

増強等による将来の企業価値増大を通じ、株主の皆様に利益の還元を図ることにも併せて力を尽く

してまいります。 

当期の期末配当金は、世界的規模での急速な景気後退の影響を受け業績が前年を大きく下回った

ことから、１株当たり４円 50 銭とさせていただく予定です。この結果、年間配当金は１株当たり

１２円となります。 

次期の配当予想額につきましては、現段階では、合理的な業績予想の算定が困難であることから

未定とさせていただきます。今後は業績の回復に努め、配当の安定と向上に努めてまいる所存であ

ります。 

なお、配当予想額の開示が可能となり次第、速やかに開示いたします。 

 

(4)事業等のリスク 

当社グループの事業等に関する主なリスクとしては、以下のようなものが考えられます。但し、

業績に影響を与えうる要素は、これらに限定されるものではありません。 

１）国際的な情勢の影響について 

当社グループの製品の需要は世界に広がっており、当社グループが製品を販売している国

又は地域の経済状態の影響を受けます。また、国際社会情勢の急激な変化により、生産、仕

入れ及び販売等に支障が生じ、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

当社グループの海外事業では、アジア、北米、欧州等の地域において事業活動を行ってお

りますが、各地域における売上げ、費用及び資産等の現地通貨建ての項目は連結財務諸表の

作成時に円貨に換算されるため、換算時の為替レートにより評価価値が変動し、結果として

当社グループの財政状態及び業績に影響する可能性があります。 

また、これらの海外拠点では、政治的及び社会的なリスクが存在し、これらが顕在化した

場合には当社グループの事業活動に支障が生じ、当社グループの業績及び将来計画に影響す

る可能性があります。 

２）原料仕入れ価格の変動について 

当社グループが生産及び販売している製品の多くは、その主原料として石油化学製品を使

用しておりますが、原油価格の大幅な変動が、原材料価格の動向に影響を及ぼす傾向にある

ため、国際石油市場の著しい変動によって、当社グループの業績が影響を受ける可能性があ

ります。 

３）天然災害について 

当社グループでは、一部の製品を専門工場において集中生産しております。このため地震、

風水害等の自然災害が発生した場合、一部の製品の生産に支障が出る可能性があります。こ

のような不慮の災害に対応するため、生産拠点の国際化、複数化等の対策を進めております

が、かかる自然災害が発生した場合には、当社グループの業績に影響する可能性があります。 

４）他社との競合について 

当社グループの関連市場において、近年、海外における競合他社とのシェア及び価格面で

の競争が激化してきており、今後これらの状況によっては、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループが営んでいる主な事業内容と事業を構成している信越ポリマー株式会社（以下「当社」という。）、

関係会社及び関連当事者（親会社の子会社）の当該事業における位置付けは、次のとおりであります。 

事 業 区 分 主 要 製 品 会     社      名 摘    要 

電子・機能部材関連事業  キーパッド  製造・販売 当社 

  インターコネクター   ＊ Shin-Etsu Polymer India Pvt. Ltd. 

  ＯＡ機器用部品  製   造 しなのポリマー(株) 

  シリコーンゴム成形品  (株)サンエース 

  塩ビコンパウンド  Shin-Etsu Polymer(Malaysia)Sdn.Bhd. 

   蘇州信越聚合有限公司 

   Shin-Etsu Polymer Mexico, S.A.de C.V. 

   Shin-Etsu Polymer Hungary Kft． 

   販   売 信越ファインテック(株) 

   Shin-Etsu Polymer America,Inc. 

   Shin-Etsu Polymer Europe B.V. 

   信越聚合物(上海)有限公司 

   Shin-Etsu Polymer Singapore Pte.Ltd. 

   Shin-Etsu Polymer Hong Kong Co.,Ltd. 

包装資材関連事業  半導体関連容器  製造・販売 当社 

  キャリアテープ関連製品  製   造 浦和ポリマー(株) 

  ラップフィルム  新潟ポリマー(株) 

  プラスチックシート関連製品  (株)サンエース 

   Shin-Etsu Polymer(Malaysia)Sdn.Bhd. 

   P.T.Shin-Etsu Polymer Indonesia 

   販   売 信越ファインテック(株) 

   Shin-Etsu Polymer Singapore Pte.Ltd. 

建設資材・工事関連事業他  塩ビパイプ関連製品  製造・販売 当社 

  外装材関連製品  設計・施工 信越ユニット(株) 

  建築・店舗の設計・施工  製造他 (株)サンエース 

  その他   

当社は親会社である信

越化学工業㈱から、合

成樹脂製品の原材料

（塩化ビニル樹脂及び

シリコーン）を購入

し、当社及び子会社に

おいて製造・販売を行

っております。また、

当社は同社から資金の

借入れを行っておりま

す。 

当社は製品の一部を親

会社の子会社である信

越半導体㈱へ販売して

おります。 

 (注)  １．上記の事業区分と事業の種類別セグメント情報における事業区分の内容は同一であります。 

２．＊印は非連結子会社であります。 
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以上の状況を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

(製  造) (販  売)

し な の ポ リ マ ー ( 株 ) 信 越 フ ァ イ ン テ ッ ク （ 株 ）

蘇 州 信 越 聚 合 有 限 公 司 信越聚合物(上海)有限公司

　 Shin-Etsu Polymer(Malaysia)Sdn.Bhd. Shin-Etsu Polymer Singapore Pte. Ltd. 製品販売

(製造) Shin-Etsu Polymer Hong Kong Co., Ltd.

(販売) Shin-Etsu Polymer Hungary Kft. Shin-Etsu Polymer Europe B.V.

Shin-Etsu Polymer Mexico,S.A.de C.V. Shin-Etsu Polymer America,Inc.

* Shin-Etsu Polymer India Pvt.Ltd. * Shin-Etsu Polymer India Pvt.Ltd.

( 株 ) サ ン エ ー ス

製品販売

(製  造)

浦 和 ポ リ マ ー ( 株 ) (販  売)

新 潟 ポ リ マ ー ( 株 ) 信 越 フ ァ イ ン テ ッ ク （ 株 ） 製品販売

P.T.Shin-Etsu Polymer Indonesia Shin-Etsu Polymer Singapore Pte. Ltd.

Shin-Etsu Polymer(Malaysia)Sdn.Bhd.

( 株 ) サ ン エ ー ス

製品販売

(製  造) (建設その他)

( 株 ) サ ン エ ー ス 信 越 ユ ニ ッ ト （ 株 ）

製品販売

(親会社)

信 越 化 学 工 業 ( 株 )

(親会社の子会社)

信 越 半 導 体 ( 株 ) *非連結子会社
製品販売

製品の
加工請負

設計・
施工他

原材料購入

資金の借入

当
　
　
　
社

得
　
　
　
　
　
意
　
　
　
　
　
先

設計・

施工他

製品の
加工請負

製品の
加工請負

建 設 資 材 ・ 工 事 関 連 事 業 他

包 装 資 材 関 連 事 業

電 子 ・ 機 能 部 材 関 連 事 業

※点線はグループ会社間の製品取引を表しております。
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、お客様の強力なパートナーとなり、お客様の価値創造・成長に資する製品やサービスを提

供することを通して社会に貢献できる会社であることを基本方針としております。 

また、当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と位置づけ、内部統制システム

やリスク管理体制の整備、監査・監督機能の強化を図るための体制・施策の整備に努めております。 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、成長市場における事業を軸に、売上高及び利益の増大を追及してまいります。 

具体的には、企業の総合的収益性を表す総資産経常利益率（ＲＯＡ）１０％を目指して、財務基盤の強化、企

業価値の極大化を図ってまいります。 

(3) 会社の対処すべき課題 

世界経済は、米国の金融危機を発端に、半導体、自動車産業をはじめ世界的規模で景気の急速な後退に陥っ

ており、今後につきましても、本格的な景気回復にはまだ時間がかかるものと思われます。当社グループにつ

きましてもこれらの影響により業績は前年を大きく下回りました。 

このような状況のなか、「いかなる事業環境の下にあっても持続的な成長をしていくため、市場の要求に適

応した事業構造の再構築と、強い企業体質作りをスピーディに行い、次の発展に向けてまい進する。」を経営

目標として掲げ、次のような収益改善策と競争力の強化策を講じてまいります。 

生産面においては、下半期からの急激かつ大幅な受注減に対応すべく、国内外の生産拠点において徹底した

固定費削減と変動費比率の低減による損益分岐点の引き下げや、拠点の統廃合などを含め、コスト競争力の強

化と生産体制の再構築に努めてまいります。また、設備投資の厳選化を進め、投資の圧縮と資産の効率化を図

ってまいります。 

営業活動の面では「顧客に密着した信頼関係に基づく営業活動を展開し、販売の拡大を図る」の方針のもと、

当社グループの強みや特徴を活かした提案型営業活動と新規顧客開拓を積極的に進め、販売の維持・拡大に注

力いたします。 

①電子・機能部材関連事業では、国内においては組織改革により機能強化と効率化を進め、収益性を高めて

まいります。さらに海外営業拠点を活性化させるべく、香港、シンガポール、上海及び駐在員事務所（深圳、

バンコック、北京、コペンハーゲンなど）の各エリア特性とネットワークを活かしたマーケティング活動を強

化してまいります。なお、昨年 10 月より稼動開始したインド社は、生産性向上と品質安定など製造面の充実を

図ることに加え、自動車分野など新規顧客への営業展開を強化してまいります。 

②包装資材関連事業では、半導体、電子部品業界は依然厳しさが続くことを想定し、市場動向の情報収集を

第一に、需要構造の変化に応じた拡販と計画的な生産などに努めるとともに、次世代４５０ｍｍウエーハケー

スの実用化にも取り組んでまいります。食品用ラップなど一般包装資材は不況の影響が比較的小さく推移しま

したが、さらに既存品や新製品の拡販に注力いたします。 

③建設資材・工事関連事業では、収益改善を重要課題に、コスト競争力及び営業力の強化を行い、塩ビサイ

ディング材の拡販や事業の健全化を図ってまいります。 

開発活動においては、基盤技術であるシリコーンや各種プラスティックの素材配合・応用技術や成形・組立

技術などが、 大限に発揮できる組織体制を整え、新規事業および新製品の創出に取組んでまいります。 

また、資源のリサイクル、省エネルギー、化学物資管理など環境保全、安全確保、ならびにコンプライアン

スとリスク管理に万全を尽くし、当社グループとして、企業体質の強化および企業価値の向上に努めてまいり

ます。 
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4.連結財務諸表

(1)連結貸借対照表

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 22,880 22,373 

受取手形及び売掛金 30,804 20,188 

たな卸資産 11,666 － 

商品及び製品 － 7,551 

仕掛品 － 530 

原材料及び貯蔵品 － 2,570 

繰延税金資産 1,093 767 

未収入金 3,495 2,905 

その他 277 155 

貸倒引当金 △361 △137 

流動資産合計 69,856 56,905 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 9,080 7,733 

機械装置及び運搬具（純額） 6,651 5,522 

土地 6,739 6,151 

建設仮勘定 3,774 3,661 

その他（純額） 2,649 1,550 

有形固定資産合計 ※１ 28,895 ※１ 24,620 

無形固定資産 

ソフトウエア 210 178 

その他 78 30 

無形固定資産合計 289 209 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※２ 1,486 ※２ 1,524 

長期貸付金 8 10 

繰延税金資産 2,130 1,576 

その他 722 1,067 

投資その他の資産合計 4,347 4,179 

固定資産合計 33,532 29,009 

資産合計 103,388 85,914 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 20,596 11,978 

短期借入金 2,846 5,561 

未払金 803 210 

未払法人税等 1,633 141 

未払費用 1,527 962 

賞与引当金 1,277 981 

役員賞与引当金 30 5 

その他 872 894 

流動負債合計 29,588 20,735 

固定負債 

長期借入金 1,148 86 

退職給付引当金 1,328 1,456 

役員退職慰労引当金 383 － 

その他 36 422 

固定負債合計 2,896 1,965 

負債合計 32,485 22,701 

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 47,154 45,645 

自己株式 △942 △943 

株主資本合計 68,317 66,807 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 114 30 

為替換算調整勘定 1,532 △4,539 

評価・換算差額等合計 1,647 △4,508 

新株予約権 221 273 

少数株主持分 717 641 

純資産合計 70,903 63,213 

負債純資産合計 103,388 85,914 
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(2)連結損益計算書 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 105,799 84,739 

売上原価 ※２ 78,821 ※２ 67,030 

売上総利益 26,978 17,708 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 17,495 ※1, ※2 16,349 

営業利益 9,482 1,359 

営業外収益 

受取利息 407 295 

その他 240 103 

営業外収益合計 647 398 

営業外費用 

支払利息 93 74 

為替差損 661 234 

通貨スワップ評価損 － 149 

その他 79 36 

営業外費用合計 834 494 

経常利益 9,296 1,263 

特別利益 

固定資産売却益 ※３ 641 ※３ 204 

投資有価証券売却益 66 1 

貸倒引当金戻入額 164 194 

その他 7 － 

特別利益合計 878 400 

特別損失 

固定資産除却損 ※４ 261 ※４ 196 

投資有価証券評価損 － 303 

たな卸資産処分損 － 244 

減損損失 ※５ 1,436 － 

事業再編損 ※６ 151 － 

その他 7 － 

特別損失合計 1,857 744 

税金等調整前当期純利益 8,317 920 

法人税、住民税及び事業税 2,174 538 

法人税等還付税額 － △152 

法人税等調整額 71 691 

過年度法人税等 ※７ 534 － 

法人税等合計 2,780 1,077 

少数株主利益 121 43 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,415 △200 
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(3)連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 11,635 11,635 

当期末残高 11,635 11,635 

資本剰余金 

前期末残高 10,469 10,469 

当期末残高 10,469 10,469 

利益剰余金 

前期末残高 43,083 47,154 

実務対応報告第18号の適用に伴う利益剰余金の
減少高 

－ △88 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,340 △1,219 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,415 △200 

自己株式の処分 △3 △0 

当期変動額合計 4,071 △1,420 

当期末残高 47,154 45,645 

自己株式 

前期末残高 △994 △942 

当期変動額 

自己株式の取得 △4 △1 

自己株式の処分 56 1 

当期変動額合計 51 △0 

当期末残高 △942 △943 

株主資本合計 

前期末残高 64,194 68,317 

実務対応報告第18号の適用に伴う利益剰余金の
減少高 

－ △88 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,340 △1,219 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,415 △200 

自己株式の取得 △4 △1 

自己株式の処分 52 0 

当期変動額合計 4,123 △1,421 

当期末残高 68,317 66,807 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 442 114 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△327 △84 

当期変動額合計 △327 △84 

当期末残高 114 30 

為替換算調整勘定 

前期末残高 1,116 1,532 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

416 △6,071 

当期変動額合計 416 △6,071 

当期末残高 1,532 △4,539 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 1,558 1,647 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

88 △6,156 

当期変動額合計 88 △6,156 

当期末残高 1,647 △4,508 

新株予約権 

前期末残高 133 221 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 87 52 

当期変動額合計 87 52 

当期末残高 221 273 

少数株主持分 

前期末残高 591 717 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 125 △75 

当期変動額合計 125 △75 

当期末残高 717 641 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 66,478 70,903 

実務対応報告第18号の適用に伴う利益剰余金の減少
高 

－ △88 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,340 △1,219 

当期純利益又は当期純損失（△） 5,415 △200 

自己株式の取得 △4 △1 

自己株式の処分 52 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 301 △6,179 

当期変動額合計 4,424 △7,601 

当期末残高 70,903 63,213 
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 8,317 920 

減価償却費 4,815 4,214 

減損損失 1,436 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 169 129 

受取利息及び受取配当金 △435 △322 

支払利息 93 74 

為替差損益（△は益） 361 65 

有形固定資産除却損 261 196 

有形固定資産売却損益（△は益） △641 △204 

売上債権の増減額（△は増加） △938 8,419 

たな卸資産の増減額（△は増加） △602 △160 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,451 △6,995 

未払又は未収消費税等の増減額 △59 225 

その他 △3,727 414 

小計 5,599 6,976 

利息及び配当金の受取額 425 329 

利息の支払額 △93 △73 

法人税等の支払額 △2,800 △2,820 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,130 4,412 

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） △210 20 

有形固定資産の取得による支出 △7,463 △2,514 

有形固定資産の売却による収入 740 467 

投資有価証券の取得による支出 － ※１ △486 

非連結子会社への出資による支出 △402 － 

投資有価証券の売却による収入 103 － 

その他 △220 △284 

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,453 △2,798 

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） 571 2,775 

長期借入金の返済による支出 △1,104 △1,061 

配当金の支払額 △1,340 △1,219 

その他 36 △11 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,836 482 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △82 △2,583 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,241 △487 

現金及び現金同等物の期首残高 28,787 22,545 

現金及び現金同等物の期末残高 ※２ 22,545 ※２ 22,058 
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(５)継続企業の前提に関する注記 

 
前連結会計年度 

(自平成19年４月１日 

至平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

    ――――――――――――――――――     該当事項はありません。 

 

(６)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1)連結子会社 

子会社17社のうち、16社を連結範囲に含めておりま

す。連結子会社名については、「２ 企業集団の状

況」に記載しております。 

 (2)非連結子会社 

非連結子会社は次に示す１社であります。    

Shin-Etsu Polymer India Pvt.Ltd. 

なお、非連結子会社は小規模であり、総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から

除外しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1)連結子会社 

         同左 

 

 

 (2)非連結子会社 

         同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法は適用しておりません。 

なお、持分法を適用していない非連結子会社

（Shin-Etsu Polymer India Pvt.Ltd.）は、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち、次に示す在外子会社10社の決算

日は12月31日であります。 

Shin-Etsu Polymer America, Inc. 

Shin-Etsu Polymer (Malaysia) Sdn. Bhd. 

Shin-Etsu Polymer Europe B. V. 

蘇州信越聚合有限公司 

Shin-Etsu Polymer Mexico, S. A. de C.V. 

P.T. Shin-Etsu Polymer Indonesia 

信越聚合物(上海)有限公司 

Shin-Etsu Polymer Hungary Kft. 

Shin-Etsu Polymer Hong Kong Co.,Ltd. 

Shin-Etsu Polymer Singapore Pte.Ltd. 

  決算日が連結決算日と異なるこれらの連結子会社

については、連結財務諸表の作成に当たって、仮

決算を行わず個々の決算日の財務諸表を使用し、

連結決算日との差異から生じた重要な取引につい

て、連結上必要な調整を行っております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  (イ)有価証券(その他有価証券) 

    時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は総平均法

により算定)を採用してお

ります。 

    時価のないもの……総平均法による原価法を採

用しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  (イ)有価証券(その他有価証券) 

    時価のあるもの……同左 

 

 

 

 

 

    時価のないもの……同左 

  (ロ)デリバティブ 

    時価法を採用しております。 

  (ロ)デリバティブ 

   同左 

  (ハ)たな卸資産 

主として総平均法による原価法を採用しており

ます。 

 

 

  (ハ)たな卸資産 

主として総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。 

   (会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７

月５日公表分)を適用しております。 

これにより、当連結会計年度の営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ

69百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該個

所に記載しております。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  (イ)有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、定率法(ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物(附属設

備を除く)は定額法)、在外連結子会社は主とし

て定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物     ５～50年 

機械装置及び運搬具   ２～10年 

   (会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に

伴い、当連結会計年度より、平成19年4月1日以

降に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。これにより、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ227百万

円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  (イ)有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び国内連結子会社は、定率法(ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物(附属設

備を除く)は定額法)、在外連結子会社は主とし

て定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物     ５～50年 

機械装置及び運搬具   ２～10年 
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

  (追加情報) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、平成19年3月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と

備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。 

この結果、従来の方法に比べ、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ163百

万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。 

   

 (ロ)無形固定資産 

自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用して

おります。 

―――――――――――― 

 (ロ)無形固定資産(リース資産を除く) 

同左 

 

 

 (ハ)リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 (イ)貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 (イ)貸倒引当金 

同左 

 (ロ)賞与引当金 

当社及び国内連結子会社は、従業員賞与の支給に

充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

 (ロ)賞与引当金 

同左 

 (ハ)役員賞与引当金 

当社及び一部の連結子会社は、役員に対して支給

する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度に

おける支給見込額に基づき計上しております。 

 (ハ)役員賞与引当金 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

  (ニ)退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)による

定額法により、翌連結会計年度から費用処理す

ることとしています。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額

法により費用処理することとしています。 

  (ニ)退職給付引当金 

同左 

  (ホ)役員退職慰労引当金 

当社及び国内連結子会社４社は、役員の退職慰

労金の支給に備えるため、各社の内規に基づく

期末要支給額を計上しております。 

  (ホ)役員退職慰労引当金 

―――――――――――― 

  （追加情報） 

当社及び国内連結子会社４社は、それぞれの取

締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決

議し、平成20年６月に開催された各社の株主総

会において、同制度廃止に伴う役員退職慰労金

の打ち切り支給議案が承認可決されました。 

これに伴い、「役員退職慰労引当金」は全額取

り崩し、打ち切り支給の未払額379百万円を固

定負債の「その他」に含めて計上しておりま

す。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。 

なお、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社

の決算日における直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分に含めて計上しておりま

す。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

同左 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

―――――――――――― 
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

  (イ)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

為替予約‥‥‥‥外貨建金銭債権債務 

  (ハ)ヘッジ方針 

当社グループ(当社及び連結子会社)は為替相場

の変動リスクを回避する目的で、外貨建金銭債

権債務について為替予約取引を行っておりま

す。 

  (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象について中間期末及

び期末毎にヘッジ効果を検証しております。な

お、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条

件が同一である場合には、本検証を省略してお

ります。 

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

  (イ)ヘッジ会計の方法 

同左 

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

為替予約‥‥‥‥外貨建売掛金 

  (ハ)ヘッジ方針 

当社グループ(当社及び連結子会社)は為替相場

の変動リスクを回避する目的で、外貨建売掛金

について為替予約取引を行っております。 

 

  (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象について第２四半期

末及び期末毎にヘッジ効果を検証しておりま

す。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一である場合には、本検証を省略

しております。 

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

同左 

 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時

価評価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左 
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(７) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

  (会計方針の変更) 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

―――――――――――――――――― (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) 

  当連結会計年度より、「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 平成18年5月17日)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

た当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は、それぞれ10百万円減少しております。

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。 

―――――――――――――――――― (リース取引に関する会計基準) 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日

(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士

協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 
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  (表示方法の変更) 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(連結貸借対照表関係) (連結貸借対照表関係) 

 前連結会計年度において、流動負債の部に区分掲記し

ていた「設備関係支払手形」(当連結会計年度165百万

円)については、当連結会計年度より「支払手形及び買

掛金」に含めて表示することとしました。 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20

年8月7日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前

連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記され

ていたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、

それぞれ7,514百万円、898百万円、3,253百万円であり

ます。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) (連結損益計算書関係) 

 前連結会計年度において、投資活動によるキャッシ

ュ・フローの部に区分掲記していた「短期貸付金の純減

少額」(当連結会計年度9百万円)及び財務活動によるキ

ャッシュ・フローの部に区分掲記していた「自己株式の

取得による支出」(当連結会計年度4百万円)について

は、当連結会計年度より、それぞれの部の「その他」に

含めて表示することとしました。 

 前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」

に含めていた「投資有価証券評価損」(4百万円)は、重

要性が増加したため、当連結会計年度から区分掲記する

こととしました。 
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 (８) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  54,981百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額  53,749百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の
とおりであります。 

投資有価証券 402百万円
 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の
とおりであります。 

投資有価証券 795百万円
 

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 

当社従業員の住宅資金
借入に対する保証債務 

29百万円

 

当社従業員の住宅資金
借入に対する保証債務 

23百万円
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（連結損益計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は、
次のとおりであります。 

荷造・運搬費 3,075百万円

給料手当 3,312百万円

賞与引当金繰入額 1,045百万円

退職給付引当金繰入額 176百万円

研究開発費 2,788百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は、
次のとおりであります。 

荷造・運搬費 2,439百万円

給料手当 3,363百万円

賞与引当金繰入額 763百万円

退職給付引当金繰入額 158百万円

研究開発費 2,699百万円
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
発費は、2,788百万円であります。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
発費は、2,699百万円であります。 

※３ 固定資産売却益の内訳は下記のとおりでありま
す。 

土地 625百万円

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 15百万円

「有形固定資産」のその他 0百万円

合計 641百万円
 

※３ 固定資産売却益の内訳は下記のとおりでありま
す。 

土地 180百万円

機械装置及び運搬具 23百万円

「有形固定資産」のその他 0百万円

合計 204百万円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は下記のとおりでありま
す。 

建物及び構築物 49百万円

機械装置及び運搬具 191百万円

「有形固定資産」のその他 20百万円

無形固定資産 0百万円

合計 261百万円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は下記のとおりでありま
す。 

建物及び構築物 14百万円

機械装置及び運搬具 153百万円

「有形固定資産」のその他 21百万円

無形固定資産 6百万円

合計 196百万円
 

※５ 当連結会計年度において、当社は以下の資産グ
ループについて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失額

建物及び構築物 296百万円

機械装置及び運搬具 655百万円

その他 45百万円

東京工場

(埼玉県 

さいたま

市) 

包装資材関

連製品及び

建設資材関

連製品製造

設備 合計 996百万円

建物及び構築物 271百万円

機械装置及び運搬具 144百万円

その他 23百万円

南陽工場

(山口県 

 周南市) 

建設資材関

連製品製造

設備 

合計 440百万円

当社グループは、他の資産又は資産グループのキ
ャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フ
ローを生み出す会社、事業もしくはそれに準じた単
位毎に資産をグルーピングしております。 

建設資材・工事関連事業（建設資材関連製品）及
び包装資材関連事業（一般包装資材関連製品）にお
いて、公共投資の縮小や住宅着工件数の減少及び包
装形態の変化などにより、需要低迷等の影響から収
益構造が悪化しているため、当該製品を製造する東
京工場及び南陽工場の資産グループの帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を固定資産減損
損失(1,436百万円)として、特別損失に計上してお
ります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し
ており、いずれの資産グループについても、他へ転
用又は売却することが困難であるため、備忘価額で
評価しております。 

   ――――――――――――――――― 
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

※６ 欧州事業において、生産体制再編の一環として
行った工場閉鎖についての追加費用として57百万
円を、また国内の工事関連事業における拠点統廃
合に関連する費用として94百万円をそれぞれ計上
しております。 

   ――――――――――――――――― 

※７ 過年度法人税等は、主に当社と欧州子会社との
間の取引に関する移転価格の更正によるものであ
ります。 

   ――――――――――――――――― 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

（株） 
増加 
（株） 

減少 
（株） 

当連結会計年度末 
（株） 

 普通株式 82,623,376 － － 82,623,376
 
 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

（株） 
増加 
（株） 

減少 
（株） 

当連結会計年度末 
（株） 

 普通株式 1,408,326 3,296 79,480 1,332,142
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取請求による増加                  3,296株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 新株予約権の権利行使による減少                   79,000株 

 単元未満株式の買増請求による減少                   480株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株） 

会社名 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる

株式の種類
前連結 

会計年度末
増加 減少 

当連結 

会計年度末 

当連結会計

年度末残高

（千円）

提出会社 
ストック・オプション
としての新株予約権 

― 221

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 
定時株主総会 

普通株式 730 9.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年10月25日 
取締役会 

普通株式 609 7.50 平成19年９月30日 平成19年11月30日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成20年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 609 7.50 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 82,623,376 － － 82,623,376
 
 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 
増加 
(株) 

減少 
(株) 

当連結会計年度末 
(株) 

 普通株式 1,332,142 3,614 1,440 1,334,316
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取請求による増加                  3,614株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少                  1,440株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株） 

会社名 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる

株式の種類
前連結 

会計年度末
増加 減少 

当連結 

会計年度末 

当連結会計

年度末残高

（千円）

提出会社 
ストック・オプション
としての新株予約権 

― 273

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成20年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 609 7.50 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月24日 
取締役会 

普通株式 609 7.50 平成20年９月30日 平成20年11月28日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成21年6月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 365 4.50 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

   ―――――――――――――――――― 

 

 

※２ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 投資有価証券の取得による支出のうち、392百万
円は非連結子会社への出資による支出でありま
す。 

※２ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係 

（百万円）

現金及び預金勘定 22,880

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金等 

△335

現金及び現金同等物 22,545

 

（百万円）

現金及び預金勘定 22,373

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金等 

△315

現金及び現金同等物 22,058
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（有価証券関係） 

前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日) 

 種類 
取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表 
計上額 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

(1)株式 386 742 355

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

小計 386 742 355

(1)株式 451 288 △163

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

小計 451 288 △163

合計  837 1,030 192

(注)当連結会計年度において、株式について減損処理により評価損４百万円を計上いたしました。これに伴い、

「取得原価」には減損処理後の金額を記載しております。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

売却額 

（百万円） 

売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

103 66 －

 
 

３ 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成20年３月31日） 

 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

子会社株式及び関連会社株式 

 子会社株式 402

 計 402

その他有価証券 

 非上場株式 53

 計 53
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当連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日） 

 種類 
取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表 
計上額 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

(1)株式 320 412 91

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

小計 320 412 91

(1)株式 305 264 △41

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

小計 305 264 △41

合計  626 676 50

(注)当連結会計年度において、株式について減損処理により評価損303百万円を計上いたしました。これに伴い、

「取得原価」には減損処理後の金額を記載しております。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

2 1 －

 

３ 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成21年３月31日） 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

子会社株式及び関連会社株式 

 子会社株式 795

 計 795

その他有価証券 

 非上場株式 52

 計 52
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  
  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日  

  至 平成21年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、従業員については確
定拠出年金制度及び退職一時金制度を、また当社
の既退職の受給者については閉鎖型適格退職年金
制度をそれぞれ設けております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、従業員については確
定拠出年金制度及び退職一時金制度を、また当社
の既退職の受給者については閉鎖型適格退職年金
制度をそれぞれ設けております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △2,102百万円

年金資産 574百万円

未積立退職給付債務 △1,527百万円

未認識数理計算上の差異 △11百万円

未認識過去勤務債務 210百万円

退職給付引当金 △1,328百万円

（注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、
簡便法を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △2,078百万円

年金資産 397百万円

未積立退職給付債務 △1,681百万円

未認識数理計算上の差異 53百万円

未認識過去勤務債務 171百万円

退職給付引当金 △1,456百万円

（注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、
簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 107百万円

利息費用 33百万円

期待運用収益 －百万円

数理計算上の差異の費用処理額 42百万円

過去勤務債務の費用処理額 38百万円

確定拠出型年金への拠出額 272百万円

退職給付費用 494百万円

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費
用は、「勤務費用」に計上しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 129百万円

利息費用 30百万円

期待運用収益 －百万円

数理計算上の差異の費用処理額 10百万円

過去勤務債務の費用処理額 38百万円

確定拠出型年金への拠出額 272百万円

退職給付費用 480百万円

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費
用は、「勤務費用」に計上しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

割引率 2.0％ 

期待運用収益率（注） ― ％ 

数理計算上の差異の処理年数 その発生時の従業
員の平均残存勤務
期間以内の一定の
年数（５年）によ
る定額法により、
翌連結会計年度か
ら費用処理するこ
ととしています。

過去勤務債務の額の処理年数 その発生時の従業
員の平均残存勤務
期間以内の一定の
年数（10年）によ
る定額法により費
用処理することと
しています。 

（注）当社の年金資産（既退職者の受給者について採
用している閉鎖型適格退職年金制度に係るも
の）は、現金運用といたしております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

割引率 1.3％ 

期待運用収益率（注） ― ％ 

数理計算上の差異の処理年数 その発生時の従業
員の平均残存勤務
期間以内の一定の
年数（５年）によ
る定額法により、
翌連結会計年度か
ら費用処理するこ
ととしています。

過去勤務債務の額の処理年数 その発生時の従業
員の平均残存勤務
期間以内の一定の
年数（10年）によ
る定額法により費
用処理することと
しています。 

（注）当社の年金資産（既退職者の受給者について採
用している閉鎖型適格退職年金制度に係るも
の）は、現金運用といたしております。 
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（税効果会計関係） 

 

前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

１ 繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（百万円）

（繰延税金資産） 

 減損損失 580

 退職給付引当金 540

 賞与引当金 506

 システム導入費用 458

 減価償却費 268

 たな卸資産 186

 役員退職慰労引当金 153

 投資有価証券等評価損 127

 未払事業税 120

 貸倒引当金 91

 その他 257

 繰延税金資産合計 3,289

（繰延税金負債） 

 その他有価証券評価差額金 △77

 その他 △263

 繰延税金負債合計 △341

 繰延税金資産の純額 2,948

  

１ 繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（百万円）

（繰延税金資産） 

 退職給付引当金 592

 減損損失 470

 賞与引当金 390

 繰越欠損金 308

 システム導入費用 281

 投資有価証券等評価損 249

 減価償却費 178

 長期未払金 152

 その他 318

 繰延税金資産小計 2,940

 評価性引当額 △597

 繰延税金資産合計 2,343

（繰延税金負債） 

 その他有価証券評価差額金 △20

 その他 △43

 繰延税金負債合計 △63

 繰延税金資産の純額 2,279

  

 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 

（百万円）

 流動資産－繰延税金資産 1,093

 固定資産－繰延税金資産 2,130

 流動負債－その他 △272

 固定負債－その他 △3

 

  

 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 

（百万円）

 流動資産－繰延税金資産 767

 固定資産－繰延税金資産 1,576

 流動負債－その他 △48

 固定負債－その他 △16

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳 

（％）

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳 

（％）

 法定実効税率 40.4

（調整） 

 試験研究費税額控除 △1.5

 外国税額控除 △1.5

 在外連結子会社に係る税率の差
異 

△13.2

 その他 2.7

 過年度法人税等 6.5

 税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

33.4

  

 法定実効税率 40.4

（調整） 

 交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

7.3

 住民税均等割等 4.0

 評価性引当額の増加 77.0

 在外連結子会社受取配当金消去 26.9

 在外連結子会社に係る税率の差
異 

△43.3

 その他 4.8

 税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

117.1
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

 売上高   

 (1)外部顧客に対する売
上高 

57,249  35,607 12,942 105,799 －  105,799 

 (2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－  11 1,287 1,298 （1,298） － 

  計 57,249  35,618 14,229 107,097 （1,298） 105,799 

 営業費用 51,999  30,300 14,343 96,643 （326） 96,316 

 営業利益又は
営業損失(△) 

5,250  5,318 △114 10,454 （971） 9,482 

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

  

 資産 50,951  29,168 7,533 87,652 15,736  103,388 

 減価償却費 2,492  1,620 196 4,309 506  4,815 

 減損損失 －  718 718 1,436 －  1,436 

 資本的支出 2,138  4,978 68 7,185 411  7,597 

 

 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

 売上高   

 (1)外部顧客に対する売
上高 

45,994  26,739 12,005 84,739 －  84,739 

 (2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－  13 628 641 （641） － 

  計 45,994  26,753 12,633 85,381 （641） 84,739 

 営業費用 44,432  25,818 12,814 83,065 314  83,380 

 営業利益又は 
営業損失(△) 

1,561  935 △180 2,316 （956） 1,359 

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出 

  

 資産 39,220  23,850 7,429 70,500 15,414  85,914 

 減価償却費 2,188  1,443 40 3,673 540  4,214 

 資本的支出 1,356  1,035 22 2,413 108  2,522 
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(注)１ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

   (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 

    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 

    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 

    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 

 ２ 営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用 

    前連結会計年度 901百万円（基礎的研究開発費） 

    当連結会計年度 967百万円（基礎的研究開発費） 

 ３ 資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産 

    前連結会計年度 15,625百万円（主なものは、当社の余資運用資金(現金及び預金)） 

    当連結会計年度 15,283百万円（主なものは、当社の余資運用資金(現金及び預金)） 

 ４ 会計方針の変更 

   (前連結会計年度) 

   当連結会計年度より、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(2)(イ)「有形固定資産」

に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより当連結

会計年度の営業費用は、「電子・機能部材関連事業」で70百万円、「包装資材関連事業」で119百万円、

「建設資材・工事関連事業他」で5百万円、「消去又は全社」で33百万円それぞれ増加し、営業利益はそれ

ぞれ同額減少しております。 

   (当連結会計年度) 

   当連結会計年度より、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(1)(ハ)「たな卸資産」に

記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」

(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分)を適用しております。これにより当連結会計年度の営業費

用は、「電子・機能部材関連事業」で18百万円、「包装資材関連事業」で24百万円、「建設資材・工事関

連事業他」で26百万円それぞれ増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

   また、当連結会計年度より、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、

「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 平成18

年5月17日)を適用しております。これにより当連結会計年度の営業費用は、「電子・機能部材関連事業」

で2百万円、「包装資材関連事業」で7百万円それぞれ増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

 ５ 追加情報 

   (前連結会計年度) 

   当連結会計年度より、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(2)(イ)「有形固定資産」

に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。これにより当連結会計年度の営業費用は、「電子・機能部材関連事業」

で25百万円、「包装資材関連事業」で89百万円、「建設資材・工事関連事業他」で28百万円、「消去又は

全社」で20百万円それぞれ増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

   (当連結会計年度) 

   記載すべき事項は、ありません。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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)

Ⅰ 売上高及び営業損益   

 売上高   

 (1)外部顧客に対す
る売上高 

67,516  18,188 11,338 8,756 105,799 －  105,799 

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

10,043  13,134 14 42 23,234 （23,234） － 

  計 77,559  31,322 11,353 8,799 129,034 （23,234） 105,799 

 営業費用 71,718  27,222 11,043 8,512 118,498 （22,181） 96,316 

 営業利益 5,841  4,099 309 286 10,536 （1,053） 9,482 

Ⅱ 資産 53,995  21,176 8,648 3,660 87,481 15,907  103,388 

 

 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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)

Ⅰ 売上高及び営業損益   

 売上高   

 (1)外部顧客に対す
る売上高 

53,954  17,009 7,846 5,928 84,739 －  84,739 

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

7,737  10,378 20 46 18,182 （18,182） － 

  計 61,692  27,387 7,866 5,975 102,922 （18,182） 84,739 

 営業費用 61,356  25,687 7,766 6,034 100,843 （17,463） 83,380 

 営業利益又は 
営業損失(△) 

335  1,700 100 △58 2,078 （719） 1,359 

Ⅱ 資産 45,104  17,078 5,767 2,551 70,501 15,413  85,914 
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(注)１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

  (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…アジア：シンガポール、香港、マレーシア、中国、インドネシア 

                   欧 州：オランダ、ハンガリー 

                   北 米：米国、メキシコ 

  ２ 営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用は、「事業の種類別セグメント情

報」の「(注)２」と同一であります。 

  ３ 資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産は、「事業の種類別セグメント情報」の「(注)

３」と同一であります。 

  ４ 会計方針の変更 

   (前連結会計年度) 

   当連結会計年度より、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(2)(イ)「有形固定資産」

に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより当連結

会計年度の営業費用は、「日本」で227百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

   (当連結会計年度) 

   当連結会計年度より、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(1)(ハ)「たな卸資産」に

記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」

(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分)を適用しております。これにより当連結会計年度の営業費

用は、「日本」で69百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

   また、当連結会計年度より、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、

「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 平成18

年5月17日)を適用しております。これにより当連結会計年度の営業費用は、「アジア」で10百万円増加し、

営業利益は同額減少しております。 

  ５ 追加情報 

   (前連結会計年度) 

   当連結会計年度より、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の４(2)(イ)「有形固定資産」

に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。これにより当連結会計年度の営業費用は、「日本」で163百万円増加し、

営業利益は同額減少しております。 

   (当連結会計年度) 

   記載すべき事項は、ありません。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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） 23,095  12,715 7,878 1,264 44,954  

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  － － － 105,799  

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

21.8  12.0 7.5 1.2 42.5  

 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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） 19,097  8,811 5,061 894 33,864  

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  － － － 84,739  

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

22.5  10.4 6.0 1.1 40.0  

(注)１ 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。 

  ２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

  (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 

    前連結会計年度 当連結会計年度 

アジア 中国、香港、マレーシア 中国、香港、マレーシア 

欧州 ハンガリー、フィンランド、ドイツ ハンガリー、フィンランド 

北米 米国 米国 

その他の地域 ― ― 
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(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針 

  合成樹脂原材料の仕入については、市場価格を勘案して毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定し

ております。 

資金の借入については、市場金利に基づいて行っております。 

２ 当社は消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますので、取引金額は税抜きで表示しており

ますが、課税取引に係る科目の残高は税込金額によっております。 

  

  

 
(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針 

  製品の販売については、市場価格を勘案して毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しておりま

す。 

２ 当社は消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますので、取引金額は税抜きで表示しており

ますが、課税取引に係る科目の残高は税込金額によっております。 

  

(関連当事者情報)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
信越化学 
工業㈱

東京都 
千代田 
区

119,419
各種化学製 
品の製造及 
び販売

(被所有)
直接 52.9
間接 0.1

兼任１人
転籍５人

原 材 料
( 合 成 樹
脂 ) の 仕
入及び資
金の借入

合成樹脂原
材料の仕入

4,802
支払手形 
及び 
買掛金

2,143

資金の借入 500
短期 
借入金

1,500

長期借入金
の返済

900

一年内返 
済予定長 
期借入金

900

長期 
借入金

900

(2) 兄弟会社等

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社 
の子会 
社

信越半導
体㈱

東京都 
千代田 
区

10,000
半導体シリ 
コンの製造 
及び販売

― 兼任１人
当社製品
の販売

半導体関連
容器の販売

6,680 売掛金 2,615
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 (追加情報) 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第11号
平成18年10月17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計
基準第13号 平成18年10月17日)を適用しております。 

  

１ 関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

  

 
(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針 

  合成樹脂原材料の仕入については、市場価格を勘案して毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定し

ております。 

資金の借入については、市場金利に基づいて行っております。 

２ 当社は消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますので、取引金額は税抜きで表示しており

ますが、課税取引に係る科目の残高は税込金額によっております。 

  

 (イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等 

  

 
(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針 

  製品の販売については、市場価格を勘案して毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しておりま

す。 

２ 当社は消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますので、取引金額は税抜きで表示しており

ますが、課税取引に係る科目の残高は税込金額によっております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

  親会社情報 

信越化学工業（株） （東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所に上場） 

  

種類
会社等の名称 

又は氏名
所在地

資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社
信越化学工業

(株)
東京都千
代田区

119,419
各種化学製 
品の製造及 
び販売

(被所有)
直接52.9
間接 0.1

原材料(合成
樹脂)の仕入
及び資金の
借入 
役員の兼任 
(兼任1人 
 転籍5人)

合成樹脂原
材料の仕入

4,626
支払手形及
び買掛金

1,561

資金の借入 3,000 短期借入金 4,500

長期借入金
の返済

900
一年内返済
予定長期借
入金

900

種類
会社等の名称 

又は氏名
所在地

資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同一の
親会社
を持つ
会社

信 越 半 導 体
(株)

東京都千
代田区

10,000
半導体シリ
コンの製造
及び販売

―

当社製品の
販売  
役員の兼任 
(兼任1人)

半導体関連
容器の販売

4,143 売掛金 1,229
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（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額 860円67銭

 １株当たり当期純利益
金額 

66円64銭

 潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

66円46銭 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの、１株当たり
当期純損失であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 766円38銭

 １株当たり当期純損失
金額 

2円47銭

(注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

１ １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純
損失金額 

 当期純利益又は当期純損失(△)（百万円） 5,415 △200 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
（百万円） 

5,415 △200 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 81,261 81,290 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益調整額（百万円） － － 

 普通株式増加数（千株） 226 － 

  （うち新株予約権）（千株） （226） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

第5回新株予約権（新株予
約権の数3,050個）、第6
回新株予約権（新株予約
権の数1,100個）、第7回
新株予約権（新株予約権
の数1,250個）及び第8回
新株予約権（新株予約権
の数3,400個）。 

第3回新株予約権（新株予
約権の数2,790個）、第4
回新株予約権（新株予約
権の数3,950個）、第5回
新株予約権（新株予約権
の数3,050個）、第6回新
株予約権（新株予約権の
数1,100個）、第7回新株
予約権（新株予約権の数
1,250個）、第8回新株予
約権（新株予約権の数
3,400個）、第9回新株予
約権（新株予約権の数
1,300個）及び第10回新株
予約権（新株予約権の数
3,400個）。 
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２ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度末 

（平成20年３月31日) 

当連結会計年度末 

（平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 70,903 63,213 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 938 915 

 （うち新株予約権）（百万円） （221） （273）

 （うち少数株主持分）（百万円） （717） （641）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 69,964 62,298 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数（千株） 

81,291 81,289 

 

 

（重要な後発事象） 

    当連結会計年度及び前連結会計年度    該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

リース取引、デリバテイブ取引、ストック・オプション等に関する注記については、決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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5.個別財務諸表

(1)貸借対照表 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 7,603 9,584 

受取手形 4,108 4,264 

売掛金 18,553 9,582 

製品 3,455 － 

半製品 200 － 

商品及び製品 － 4,065 

仕掛品 439 190 

原材料 929 － 

貯蔵品 40 － 

原材料及び貯蔵品 － 612 

前払費用 68 66 

繰延税金資産 581 337 

短期貸付金 2,697 4,363 

未収入金 2,219 1,746 

貸倒引当金 △158 △84 

流動資産合計 40,739 34,728 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 3,173 2,900 

構築物（純額） 148 129 

機械及び装置（純額） 1,778 1,265 

車両運搬具（純額） 15 10 

工具、器具及び備品（純額） 797 464 

土地 5,542 5,501 

建設仮勘定 194 226 

有形固定資産合計 11,651 10,497 

無形固定資産 

ソフトウエア 170 129 

その他 9 9 

無形固定資産合計 180 138 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,036 692 

関係会社株式 5,315 5,708 

関係会社出資金 1,155 1,155 

従業員に対する長期貸付金（純額） 8 10 

関係会社長期貸付金（純額） 4,284 3,680 

長期前払費用 30 99 

敷金及び保証金 100 91 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

繰延税金資産 1,601 1,087 

その他 292 294 

貸倒引当金 △9 △7 

投資その他の資産合計 13,816 12,814 

固定資産合計 25,648 23,450 

資産合計 66,387 58,178 

負債の部 

流動負債 

支払手形 4,529 1,785 

買掛金 11,190 7,359 

短期借入金 1,500 4,500 

1年内返済予定の長期借入金 1,061 1,061 

未払金 362 223 

未払費用 624 437 

未払法人税等 947 － 

預り金 252 262 

賞与引当金 850 642 

役員賞与引当金 27 － 

流動負債合計 21,347 16,271 

固定負債 

長期借入金 248 86 

関係会社長期借入金 900 － 

長期未払金 － 341 

退職給付引当金 764 878 

役員退職慰労引当金 344 － 

固定負債合計 2,257 1,306 

負債合計 23,604 17,577 

純資産の部 

株主資本 

資本金 11,635 11,635 

資本剰余金 

資本準備金 10,469 10,469 

資本剰余金合計 10,469 10,469 

利益剰余金 

利益準備金 1,019 1,019 

その他利益剰余金 

別途積立金 18,230 18,730 

繰越利益剰余金 2,042 △613 

利益剰余金合計 21,291 19,135 

自己株式 △942 △943 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

株主資本合計 42,454 40,298 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 107 29 

評価・換算差額等合計 107 29 

新株予約権 221 273 

純資産合計 42,782 40,601 

負債純資産合計 66,387 58,178 
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(2)損益計算書 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 67,658 53,771 

売上原価 53,394 43,965 

売上総利益 14,264 9,805 

販売費及び一般管理費 11,592 10,793 

営業利益又は営業損失（△） 2,671 △987 

営業外収益 

受取利息 152 168 

受取配当金 1,354 1,173 

為替差益 － 25 

その他 42 17 

営業外収益合計 1,549 1,385 

営業外費用 

支払利息 81 82 

為替差損 504 － 

その他 0 1 

営業外費用合計 586 84 

経常利益 3,634 314 

特別利益 

固定資産売却益 625 181 

投資有価証券売却益 59 1 

貸倒引当金戻入額 128 66 

特別利益合計 812 249 

特別損失 

固定資産除却損 114 172 

投資有価証券評価損 7 303 

減損損失 1,436 － 

たな卸資産処分損 － 191 

特別損失合計 1,558 667 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,888 △104 

法人税、住民税及び事業税 977 20 

過年度法人税等 516 － 

法人税等調整額 △227 811 

法人税等合計 1,266 831 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,621 △936 
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(3)株主資本等変動計算書

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 11,635 11,635 

当期末残高 11,635 11,635 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 10,469 10,469 

当期末残高 10,469 10,469 

資本剰余金合計 

前期末残高 10,469 10,469 

当期末残高 10,469 10,469 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 1,019 1,019 

当期末残高 1,019 1,019 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 17,230 18,230 

当期変動額 

別途積立金の積立 1,000 500 

当期変動額合計 1,000 500 

当期末残高 18,230 18,730 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,764 2,042 

当期変動額 

別途積立金の積立 △1,000 △500 

剰余金の配当 △1,340 △1,219 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,621 △936 

自己株式の処分 △3 △0 

当期変動額合計 △721 △2,655 

当期末残高 2,042 △613 

利益剰余金合計 

前期末残高 21,013 21,291 

当期変動額 

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △1,340 △1,219 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,621 △936 

自己株式の処分 △3 △0 

当期変動額合計 278 △2,155 

当期末残高 21,291 19,135 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式 

前期末残高 △994 △942 

当期変動額 

自己株式の取得 △4 △1 

自己株式の処分 56 1 

当期変動額合計 51 △0 

当期末残高 △942 △943 

株主資本合計 

前期末残高 42,124 42,454 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,340 △1,219 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,621 △936 

自己株式の取得 △4 △1 

自己株式の処分 52 0 

当期変動額合計 329 △2,156 

当期末残高 42,454 40,298 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 427 107 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△320 △77 

当期変動額合計 △320 △77 

当期末残高 107 29 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 427 107 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△320 △77 

当期変動額合計 △320 △77 

当期末残高 107 29 

新株予約権 

前期末残高 133 221 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 87 52 

当期変動額合計 87 52 

当期末残高 221 273 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 42,686 42,782 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,340 △1,219 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,621 △936 

自己株式の取得 △4 △1 

自己株式の処分 52 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △233 △25 

当期変動額合計 96 △2,181 

当期末残高 42,782 40,601 

信越ポリマー㈱　（７９７０）平成21年３月期　決算短信

－49－



 

(4)継続企業の前提に関する注記 

前事業年度 

(自平成19年４月１日 

至平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

    ――――――――――――――――――    該当事項はありません 
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６．その他 

(1)役員の異動（平成21年６月26日付け予定） 

 

１．退任予定取締役   

 根 井 鴻 一 （現 取締役 総合企画・関連事業・情報システム 

   担当） 

   

２．役職変更予定取締役   

取締役 川 村  豊 （現 取締役 環境保安・品質保証・技術担当） 

総合企画・関連事業・   

情報システム・   

環境保安・品質保証・   

技術担当   
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   （2）生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、 

次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

事業の種類別 

セグメントの名称 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

電子・機能部材関連事業 49,707 36,708

包装資材関連事業 31,814 20,571

建設資材・工事関連事業他 9,617 8,437

合   計 91,139 65,717

（注）1.金額は、販売価格によって算出しており、セグメント間の取
引については相殺消去しております。 

2.金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
 

２．受注状況 

受注生産は建設資材・工事関連事業他の一部においてのみ行っており、受注 

状況は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 
事業の種類別 

セグメントの名称 
受注高 受注残高 受注高 受注残高 

建設資材・工事関連事業他 5,407 737 3,898 543 

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
 

３．販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、 

次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

事業の種類別 

セグメントの名称 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

電子・機能部材関連事業 57,249 45,994

包装資材関連事業 35,607 26,739

建設資材・工事関連事業他 12,942 12,005

合   計 105,799 84,739

（注）1.セグメント間の取引については相殺消去しております。 
2.金額には、消費税等は含まれておりません。 
3.総販売実績に対する割合が10％以上に該当する販売先はありません。 
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