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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 70,181 △17.2 2,457 80.8 2,816 122.8 916 ―

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

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 ％ ％ ％

22年3月期 11.28 ― 1.5 3.3 3.5
21年3月期 △2.47 ― △0.3 1.3 1.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 85,628 64,800 74.5 785.10
21年3月期 85,914 63,213 72.5 766.38

（参考） 自己資本   22年3月期  63,818百万円 21年3月期  62,298百万円

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

22年3月期 8,806 △949 △4,805 25,223
21年3月期 4,412 △2,798 482 22,058

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 7.50 ― 4.50 12.00 975 ― 1.5
22年3月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00 731 79.8 1.2

23年3月期 
（予想）

― 4.50 ― 4.50 9.00 36.6

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

36,500 14.1 1,650 246.0 1,600 159.0 900 ― 11.07

通期 75,000 6.9 3,600 46.5 3,500 24.3 2,000 118.2 24.60
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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）  有  

(注)同社は、平成22年３月31日に解散致しました。詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 Shin-Etsu Polymer Mexico, S.A.de C.
V.

）

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） 22年3月期 82,623,376株 21年3月期 82,623,376株

② 期末自己株式数 22年3月期  1,336,001株 21年3月期  1,334,316株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 47,855 △11.0 △65 ― 988 214.8 1,232 ―

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

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

22年3月期 15.16 ―

21年3月期 △11.52 ―

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

22年3月期 55,762 41,319 73.5 504.40
21年3月期 58,178 40,601 69.3 496.10

（参考） 自己資本 22年3月期  41,000百万円 21年3月期  40,327百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。 

信越ポリマー㈱　（７９７０）　平成22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 

当連結会計年度における当社グループを取り巻く市場環境は、世界各国の経済対策などの効果もあり、景気

持ち直しの傾向にありました。一方、国内では雇用情勢や設備投資が低調で、デフレの影響も懸念されるなど、

依然先行き不透明感が残る状況で推移しました。 

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

コスト低減に努めてまいりました。当社グループの製品としては、半導体関連容器、キーパッドなど電子・機

能部材関連で改善が見られたものの、下半期以降、全体としては回復の力強さに欠け、一進一退が続く状況に

あります。 

 当連結会計年度の業績は、売上高701億81百万円（前期比145億58百万円、17.2％減）、営業利益24億57

百万円（前期比10億97百万円、80.8％増）、経常利益28億16百万円（前期比15億52百万円、122.8％増）、

当期純利益９億16百万円（前期は当期純損失２億円）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 

 キーパッドは、スマートフォン（高機能携帯電話）用を中心に受注が伸び、緩やかな回復基調となりましたが、

アジアの競合他社との受注競争が激しく、売上げは前期を下回りました。インターコネクターは、情報端末機器

向けなど新規用途開拓に注力しましたが、全体として前期を下回りました。OA機器用部品は、生産調整の影響か

ら脱し、カラープリンターなど新機種向けの受注が増加しましたが、前期を下回りました。シリコーンゴム成形

品は、医療関連の新製品が好調でしたが、電子部品向けが低調でした。塩ビコンパウンドは、自動車向け、電線

向けで回復しましたが、低水準でした。 

 この結果、売上高365億２百万円（前期比94億92百万円、20.6％減）、営業利益19億28百万円（前期比３

億66百万円、23.5％増）となりました。 

②包装資材関連事業 

 半導体関連容器は、携帯電話、パソコンなど情報端末機器の需要回復に連動し、300ｍｍウエーハ用の輸送容

器･工程容器をはじめ、200ｍｍ以下の輸送容器も回復基調となり、下半期には受注が加速しましたが、通期で

は前期の水準には至りませんでした。キャリアテープ関連製品は、電子部品業界、半導体業界の需要回復によ

る受注増もありましたが、期の後半は在庫調整などの影響により、伸び悩みました。食品用ラッピングフィル

ムは、洋菓子向けパッケージの新製品なども寄与し、全体として安定した出荷が続きました。プラスチックシ

ート関連製品は、一部北米自動車向けの受注回復が見られましたが低調に推移しました。 

この結果、売上高241億42百万円（前期比25億97百万円、9.7％減）、営業利益14億60百万円（前期比５

億25百万円、56.2％増）となりました。 

③建設資材・工事関連事業他 

 塩ビパイプ関連製品は、上下水道などの公共投資が縮小し、新設住宅着工も低水準が続くなど厳しい状況で

推移しました。外装材関連製品は、ホームセンタールートやサイディング材の拡販に注力し、売上げは前期を

上回りました。工事関連事業は、建設業界や商業施設の需要低迷の影響を大きく受けました。 

 この結果、売上高95億37百万円（前期比24億68百万円、20.6％減）、営業損失26百万円（前期比１億53

百万円の利益改善）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 

  インターコネクターの売上げは低調でしたが、キーパッドは新機種受注で堅調でした。半導体関連容器は、 

 ほぼ前期水準に近づきました。車載用プラスチックシート、パイプなどの建設資材及び工事関連は低調でしたが、 

 食品用ラッピングフィルムは堅調でした。全体としては、高付加価値製品の寄与、コスト削減などにより、営業 

 利益は大幅に改善しました。 

 この結果、売上高489億22百万円（前期比50億32百万円、9.3％減）、営業利益19億80百万円（前期比16

億44百万円、489.9％増）となりました。 

②アジア 

 キーパッドはアジア競合他社との受注競争が激しく低調でした。OA機器用部品は回復に向かいました。 

  この結果、売上高135億79百万円（前期比34億30百万円、20.2％減）、営業利益14億28百万円、前期比２

億72百万円、16.0％減）となりました。 

③欧州 

 キーパッド、インターコネクターの受注減少などで、厳しい状況が続きました。 

 この結果、売上高48億 16百万円（前期比30億 30百万円、38.6％減）、営業利益１億43百万円（前期比43

百万円、43.5％増）となりました。 

④北米 

 キーパッドは携帯電話用、自動車用共に不調で、大きく前年割れとなりました。 

 この結果、売上高28億64百万円（前期比30億64百万円、51.7％減）、営業損失１億94百万円（前期は営業

損失58百万円）となりました。 

 

次期の見通し 

当社グループ主要製品の市場は、電気・電子、情報通信、自動車、建設等、いずれの分野においても、昨年来

の世界金融危機の底から脱しつつあるものの、力強さに欠け、需要の見通しが不透明な状況が続いております。 

このような状況において、当社グループといたしましては、あらゆるビジネスチャンスを生かし拡販に努める

ほか、各生産拠点のコスト競争力強化、比較優位な拠点への生産シフトなどを継続し、収益の拡大に全力を傾け

てまいります。 

業績見通しといたしましては、売上高750億円、営業利益36億円、経常利益35億円、当期純利益20億円を

見込んでおります。 

 

(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、現金及び預金が29億54百万円、売上債権が26億75百万円、投資有価

証券が7億53百万円それぞれ増加しましたが、たな卸資産が27億41百万円、未収入金が11億31百万円、有

形固定資産が25億58百万円それぞれ減少したことなどにより、856億28百万円（前期比２億86百万円減）と

なりました。負債は、仕入債務が17億59百万円増加しましたが、短期借入金が39億80百万円減少したことな

どにより208 億 27 百万円（前期比18億 73 百万円減）となりました。その結果、純資産は、648 億円（前期比

15億87百万円増）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 31 億 64

百万円増加し、252億23百万円となりました。 

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。 
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（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、88億６百万円（前期比43億94百万円の収入増）と

なりました。これは売上債権の増加による減少24億91百万円のほか、たな卸資産の減少による増加26億85百

万円、仕入債務の増加による増加16億 54 百万円、法人税等の還付８億77百万円及び税金等調整前当期純利益

15億35百万円、減価償却費29億79百万円の計上による増加など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７億54百万円、長期貸付けによる支出２億41百万円により、９億49百万円（前期比18億48百

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減少額は、短期借入金の減少額 30 億１百万円、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７億31百万円などにより、48億５百万円（前期比52億88百

万円の支出増）となりました。 

 

（参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド 

 46期 47期 48期 49期 50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 平成22年３月期

自己資本比率（％） 59.2 62.8 67.7 72.5 74.5

時価ベースの自己資本比率（％） 153.6 111.7 46.9 40.0 67.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 0.7 0.3 1.3 1.3 0.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 75.7 78.4 33.4 60.4 64.0

※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。 

   

   

   

(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最重要課題と考えております。今後も引き続き、内部留保の充実により、 

  研究開発、設備の革新や能力の増強等に注力し、将来の企業価値の拡大を通じて、配当を安定的に維持、増大 

  させ、株主の皆様に利益の還元を図ってまいります。 

   当期は、世界的規模での景気後退局面から、ようやく回復の兆しが見られるなか、当社グループの業績も緩や 

  かに回復してまいりました。当期の期末配当につきましては、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９円となります。 

  次期の配当金につきましては、今期の配当を据え置き、年間１株当たり９円とさせていただく予定です。 
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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) 

  ラッピングフィルム  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。 

 ３．Shin-Etsu Polymer Mexico, S.A.de C.V.は平成22年３月31日をもって解散いたしました。 
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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 )

原材料購入

資金の借入

製品販売

電 子 ・ 機 能 部 材 関 連 事 業

得
　
　
　
　
　
意
　
　
　
　
　
先

当
　
　
　
社

製品の
加工請負

包 装 資 材 関 連 事 業

製品の
加工請負

建 設 資 材 ・ 工 事 関 連 事 業 他

製品の
加工請負

設計・
施工他

設計・

施工他

※点線はグループ会社間の製品取引を表しております。

* 非連結子会社
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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、グローバルな視野に立ち、広範なお客様との信頼関係に基づき、多様なニーズに応え、環境

にやさしい、生活を豊かにする製品作りを通じ社会に貢献する事を目指しております。そのために基盤技術を高

め、あらゆるお客様との接点を深めて行くことに努めております。 

 

(２) 会社の対処すべき課題 

    経営環境としては、世界的な景気低迷から回復に向いつつあるものの、国内では雇用情勢や設備投資が依然低 

   調であるなど先行き不透明感が続き、また今後、新興国市場をめぐる競争が更に厳しさを増す事が想定されます。 

このような状況のなか当社グループといたしましては、提案型・研究開発型企業としての基本に立ち、当社グ

ループならではの樹脂加工メーカーとしての提供価値を明確にし、お客様の期待と信頼に応え得る事業構造の再

構築と、強い企業体質作りをスピーディーに進めてまいります。 

開発活動においては、特定市場や分野に限定せず、幅広い事業領域にその活動の可能性を求めます。そのため

には、多様化するお客様のニーズをスピーディーに察知し、いかに深く熟知するかが重要課題です。当社の基盤

技術であるシリコーンや各種プラスチック、導電性素材を主なマテリアルとした「素材配合」、「複合化」、「精密

成形加工」などの加工技術の更なる応用展開を図るべく、組織横断的な開発体制を強化し、営業部門との連携を

深め、新製品開発と新事業の実現に努めてまいります。 

  営業活動の面では、グローバルな競争が厳しさを増すなか、めまぐるしく変化する市場へ適確に対応するには、 

 当社グループ国内外拠点同士の連携とマーケティング力の強化が課題です。そのために権限委譲を進め、意思決 

 定のスピードアップを図り、またビジネスチャンスに挑む俊敏性と情報感度を高めることを目的とした人材・組 

 織作り、また開発部門との協働による提案型営業活動を推進してまいります。注目される中国やインドには経営 

 資源の重点投入を行い、ビジネスチャンスの創出と拡大を図ってまいります。 

  生産面においては、一昨年の世界的な金融不況を契機に、国内外の生産拠点において徹底したコスト削減と生 

 産性の向上により大幅な損益分岐点の引き下げを実現しました。今後も引き続き、部材の現地調達の促進、生産 

 拠点の統廃合や、最適地への生産シフトなどコスト競争力の強化とさらなる生産性の向上を図ってまいります。 

  環境面からの企業体質強化策としては、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活動とし 

 ての「グリーン運動」を積極的に展開してまいります。、また、安全確保、ならびにコンプライアンスとリスク管 

 理に注力するとともに、内部統制システムの定着と適正な運用に努め、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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,373 25,328 

受取手形及び売掛金 20,188 22,863 

商品及び製品 7,551 5,560 

仕掛品 530 316 

原材料及び貯蔵品 2,570 2,034 

繰延税金資産 767 750 

未収入金 2,905 1,774 

その他 155 259 

貸倒引当金 △137 △192 

流動資産合計 56,905 58,694 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,733 8,529 

機械装置及び運搬具（純額） 5,522 4,997 

土地 6,151 6,123 

建設仮勘定 3,661 1,166 

その他（純額） 1,550 1,244 

有形固定資産合計 ※１  24,620 ※１  22,061 

無形固定資産   

ソフトウエア 178 199 

その他 30 30 

無形固定資産合計 209 230 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※２  1,524 ※２  2,277 

長期貸付金 10 167 

繰延税金資産 1,576 1,160 

その他 1,067 1,034 

投資その他の資産合計 4,179 4,640 

固定資産合計 29,009 26,933 

資産合計 85,914 85,628 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,978 13,737 

短期借入金 5,561 1,581 

未払金 210 391 

未払法人税等 141 418 

未払費用 962 1,053 

賞与引当金 981 986 

役員賞与引当金 5 3 

その他 894 691 

流動負債合計 20,735 18,864 

固定負債   

長期借入金 86 5 

退職給付引当金 1,456 1,577 

その他 422 380 

固定負債合計 1,965 1,963 

負債合計 22,701 20,827 

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 45,645 45,829 

自己株式 △943 △943 

株主資本合計 66,807 66,991 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30 202 

為替換算調整勘定 △4,539 △3,375 

評価・換算差額等合計 △4,508 △3,172 

新株予約権 273 318 

少数株主持分 641 663 

純資産合計 63,213 64,800 

負債純資産合計 85,914 85,628 
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 84,739 70,181 

売上原価 ※１  67,030 ※１  53,012 

売上総利益 17,708 17,168 

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  16,349 ※2, ※3  14,711 

営業利益 1,359 2,457 

営業外収益   

受取利息 295 157 

為替差益 － 28 

通貨スワップ評価益 － 75 

法人税等還付加算金 － 133 

その他 103 117 

営業外収益合計 398 511 

営業外費用   

支払利息 74 137 

為替差損 234 － 

通貨スワップ評価損 149 － 

その他 36 15 

営業外費用合計 494 152 

経常利益 1,263 2,816 

特別利益   

固定資産売却益 ※４  204 ※４  14 

投資有価証券売却益 1 3 

貸倒引当金戻入額 194 － 

新株予約権戻入益 － 16 

償却債権取立益 － 4 

特別利益合計 400 38 

特別損失   

固定資産除却損 ※５  196 ※５  181 

投資有価証券評価損 303 3 

たな卸資産処分損 244 218 

子会社整理損 － ※６  847 

事業再編損 － ※７  66 

会員権評価損 － 2 

特別損失合計 744 1,318 

税金等調整前当期純利益 920 1,535 

法人税、住民税及び事業税 538 771 

法人税等還付税額 △152 △530 

法人税等調整額 691 355 

法人税等合計 1,077 596 

少数株主利益 43 22 

当期純利益又は当期純損失（△） △200 916 
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 47,154 45,645 

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 △1,219 △731 

当期純利益又は当期純損失（△） △200 916 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 △1,420 184 

当期末残高 45,645 45,829 

自己株式   

前期末残高 △942 △943 

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1 

自己株式の処分 1 0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △943 △943 

株主資本合計   

前期末残高 68,317 66,807 

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 △1,219 △731 

当期純利益又は当期純損失（△） △200 916 

自己株式の取得 △1 △1 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 △1,421 184 

当期末残高 66,807 66,991 
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 114 30 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △84 172 

当期変動額合計 △84 172 

当期末残高 30 202 

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,532 △4,539 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,071 1,163 

当期変動額合計 △6,071 1,163 

当期末残高 △4,539 △3,375 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,647 △4,508 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,156 1,336 

当期変動額合計 △6,156 1,336 

当期末残高 △4,508 △3,172 

新株予約権   

前期末残高 221 273 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 52 45 

当期変動額合計 52 45 

当期末残高 273 318 

少数株主持分   

前期末残高 717 641 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75 21 

当期変動額合計 △75 21 

当期末残高 641 663 
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 70,903 63,213 

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 △1,219 △731 

当期純利益又は当期純損失（△） △200 916 

自己株式の取得 △1 △1 

自己株式の処分 0 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,179 1,403 

当期変動額合計 △7,601 1,587 

当期末残高 63,213 64,800 
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 920 1,535 

減価償却費 4,214 2,979 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 129 120 

受取利息及び受取配当金 △322 △179 

支払利息 74 137 

為替差損益（△は益） 65 28 

子会社整理損 － 700 

有形固定資産除却損 196 181 

有形固定資産売却損益（△は益） △204 △14 

売上債権の増減額（△は増加） 8,419 △2,491 

たな卸資産の増減額（△は増加） △160 2,685 

仕入債務の増減額（△は減少） △6,995 1,654 

未払又は未収消費税等の増減額 225 291 

その他 414 277 

小計 6,976 7,906 

利息及び配当金の受取額 329 160 

利息の支払額 △73 △137 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,820 877 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,412 8,806 

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） 20 210 

有形固定資産の取得による支出 △2,514 △754 

有形固定資産の売却による収入 467 31 

非連結子会社への出資による支出 △392 △103 

長期貸付けによる支出 － △241 

その他 △378 △91 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,798 △949 

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） 2,775 △3,001 

長期借入金の返済による支出 △1,061 △1,061 

配当金の支払額 △1,219 △731 

その他 △11 △9 

財務活動によるキャッシュ・フロー 482 △4,805 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,583 220 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △487 3,271 

現金及び現金同等物の期首残高 22,545 22,058 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △106 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  22,058 ※１  25,223 
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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20年４月１日 

至平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

       該当事項はありません      該当事項はありません 
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(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20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22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 

子会社17社のうち、15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。 

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

は、当連結会計年度末に解散したため、資産及び

負債を清算価値で評価し、清算までの損益を連結

損益に反映させております。その結果、重要性が

なくなったため、当連結会計年度末に連結の範囲

から除外しております。 

 (2)非連結子会社 

非連結子会社は次に示す２社であります。 

Shin-Etsu Polymer India Pvt.Ltd. 

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

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。 

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 

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.及びShin-

Etsu Polymer Mexico, S. A. de C.V.）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。 

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 

  連結子会社のうち、次に示す在外子会社９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 

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。 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22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（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。 

  (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。 

 

 (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 

 (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） 

   同左 

 

  (ロ)無形固定資産(リース資産を除く) 

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 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

 (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。 

 (ハ)リース資産 

同左 

 

(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 

 (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 

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。 

   (会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基

準」の一部改正(その３)(企業会計基準第19号 平

成20年７月31日公表分)を適用しております。 

数理計算上の差異を翌期から償却するため、これ

による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に与える影響はありませ

ん。 

また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付

債務の差額の未処理残高の減少額は49百万円であ

ります。 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

  (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) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 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。 

  (イ)ヘッジ会計の方法 

振当処理の要件を満たしている通貨スワップに

ついては、振当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。 

  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

通貨スワップ‥‥‥‥外貨建貸付金 

  (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、外貨建貸付金

について通貨スワップ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。 

  (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

振当処理によっている通貨スワップについて

は、有効性の評価を省略しております。 

 

 

 

(6) 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) 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 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

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 

  

信越ポリマー㈱　（７９７０）　平成22年３月期　決算短信

－21－



(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20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22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) 

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準) 

 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。 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工

事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)

及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用し、

当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結会計年

度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる

工事については工事進行基準を、その他の工事について

は工事完成基準を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

(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、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。 
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  (表示方法の変更) 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

(連結貸借対照表関係) ―――――――――――――――――― 

 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、当連結会計年度より「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。 

 

(連結損益計算書関係) ―――――――――――――――――― 

 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。 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) ―――――――――――――――――― 

 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「投資有価証券の売

却による収入」(当連結会計年度２百万円)については、

当連結会計年度より「その他」に含めて表示することと

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21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  53,749百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額  54,136百万円

※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
 

※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 1,260百万円
 

 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 

23百万円

 

当社従業員の住宅資金 
借入に対する保証債務 

15百万円

   
 

 

（連結損益計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後
の金額であり、たな卸資産評価損69百万円が売上
原価に含まれております。 

※２ 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
 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後
の金額であり、たな卸資産評価損83百万円が売上
原価に含まれております。 

※２ 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 2,252百万円

給料手当 3,041百万円

賞与引当金繰入額 838百万円

退職給付引当金繰入額 162百万円

研究開発費 2,519百万円
 

※３ 研究開発費の総額は2,699百万円で、一般管理費
に含まれております。 

※３ 研究開発費の総額は2,519百万円で、一般管理費
に含まれております。 

※４ 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 固定資産売却益の内訳は下記のとおりでありま
す。 

 機械装置及び運搬具 13百万円

 「有形固定資産」のその他 0百万円

 合計 14百万円
 

※５ 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 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 18百万円

 機械装置及び運搬具 61百万円

 「有形固定資産」のその他 98百万円

 無形固定資産 1百万円

 合計 181百万円
 

 ※６ Shin-Etsu Polymer Mexico, S.A. de C.V.の整
理によるものであります。 

 ※７ 欧州事業において、ロジスティック業務再編費
用として66百万円を計上しております。 
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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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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 1,334,316 1,865 180 1,336,001
 
（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                  1,865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                   180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 

― 318

 

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21年6月26日 
定時株主総会 

普通株式 365 4.50 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年10月27日 
取締役会 

普通株式 365 4.50 平成21年９月30日 平成21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22年6月29日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 365 4.50 平成22年３月31日 平成22年６月30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20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

※１ 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 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 22,373

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

 

（百万円）

現金及び預金勘定 25,328

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金等 

△105

現金及び現金同等物 25,223
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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 

 

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 

36,502  24,142 9,537 70,181 －  70,181 

 (2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－  6 429 436 （436） － 

  計 36,502  24,148 9,966 70,617 （436） 70,181 

 営業費用 34,573  22,688 9,993 67,255 469  67,724 

 営業利益又は 
営業損失(△) 

1,928  1,460 △26 3,362 （905） 2,457 

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出 

  

 資産 39,630  25,212 6,349 71,191 14,436  85,628 

 減価償却費 1,514  1,081 38 2,634 344  2,979 

 資本的支出 573  119 59 751 170  921 
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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、ラッピングフィルム、 

                 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 967百万円（基礎的研究開発費） 

    当連結会計年度 915百万円（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 15,283百万円（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 14,280百万円（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(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、「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。 

   (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 

 

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 

48,922  13,579 4,816 2,864 70,181 －  70,181 

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

5,123  6,406 4 54 11,588 （11,588） － 

  計 54,045  19,985 4,820 2,918 81,769 （11,588） 70,181 

 営業費用 52,065  18,556 4,676 3,113 78,411 （10,687） 67,724 

 営業利益又は 
営業損失(△) 

1,980  1,428 143 △194 3,357 （900） 2,457 

Ⅱ 資産 44,948  18,415 6,203 1,624 71,192 14,435  85,628 
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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(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、「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。 

   (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  

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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） 16,356  6,524 2,243 343 25,468  

Ⅱ 連結売上高（百万円） －  － － － 70,181  

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

23.3  9.3 3.2 0.5 36.3  

(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 フィンランド、ハンガリー 

北米 米国 米国 

その他の地域 ― ― 
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（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

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

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。 

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、希薄化効果を有している潜在株式が存在
していないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 785円10銭

 １株当たり当期純利益
金額 

11円28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

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22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） △200 916 

 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） 

△200 916 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 81,290 81,288 

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3回新株予約権（新株予
約権の数279個）、第4回
新株予約権（新株予約権
の数395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）。 

第4回新株予約権（新株予
約権の数365個）、第5回
新株予約権（新株予約権
の数2,850個）、第6回新
株予約権（新株予約権の
数1,000個）、第7回新株
予約権（新株予約権の数
1,200個）、第8回新株予
約権（新株予約権の数
3,200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
3,200個）、第11回新株予
約権（新株予約権の数
1,250個）、第12回新株予
約権（新株予約権の数
3,200個）。 

  

２ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度末 

（平成21年３月31日) 

当連結会計年度末 

（平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 63,213 64,800 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 915 982 

 （うち新株予約権）（百万円） （273） （318）

 （うち少数株主持分）（百万円） （641） （663）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 62,298 63,818 

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） 

81,289 81,287 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 

(自平成20年４月１日 

至平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

       該当事項はありません       該当事項はありません 

 

 

   （開示の省略） 

下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いたします。 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、 

 ストックオプション等 
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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,584 9,296 

受取手形 4,264 3,963 

売掛金 9,582 12,777 

商品及び製品 4,065 3,123 

仕掛品 190 82 

原材料及び貯蔵品 612 525 

前払費用 66 103 

繰延税金資産 337 400 

短期貸付金 4,363 3,060 

未収入金 1,746 716 

その他 － 9 

貸倒引当金 △84 △121 

流動資産合計 34,728 33,937 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,900 2,659 

構築物（純額） 129 110 

機械及び装置（純額） 1,265 1,030 

車両運搬具（純額） 10 6 

工具、器具及び備品（純額） 464 350 

土地 5,501 5,501 

建設仮勘定 226 162 

有形固定資産合計 10,497 9,820 

無形固定資産   

ソフトウエア 129 156 

その他 9 9 

無形固定資産合計 138 165 

投資その他の資産   

投資有価証券 692 983 

関係会社株式 5,708 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） 10 7 

関係会社長期貸付金（純額） 3,680 2,824 

長期前払費用 99 49 

敷金及び保証金 91 83 

繰延税金資産 1,087 744 

その他 294 281 

貸倒引当金 △7 － 

投資その他の資産合計 12,814 11,838 

固定資産合計 23,450 21,824 

資産合計 58,178 55,762 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,785 2,328 

買掛金 7,359 7,568 

短期借入金 4,500 1,500 

1年内返済予定の長期借入金 1,061 81 

未払金 223 226 

未払費用 437 452 

預り金 262 303 

賞与引当金 642 668 

流動負債合計 16,271 13,127 

固定負債   

長期借入金 86 5 

長期未払金 341 322 

退職給付引当金 878 987 

固定負債合計 1,306 1,314 

負債合計 17,577 14,442 

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 18,730 17,230 

繰越利益剰余金 △613 1,387 

利益剰余金合計 19,135 19,636 

自己株式 △943 △943 

株主資本合計 40,298 40,798 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29 202 

評価・換算差額等合計 29 202 

新株予約権 273 318 

純資産合計 40,601 41,319 

負債純資産合計 58,178 55,762 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 53,771 47,855 

売上原価 43,965 37,665 

売上総利益 9,805 10,189 

販売費及び一般管理費 10,793 10,255 

営業損失（△） △987 △65 

営業外収益   

受取利息 168 161 

受取配当金 1,173 879 

為替差益 25 － 

法人税等還付加算金 － 107 

その他 17 21 

営業外収益合計 1,385 1,170 

営業外費用   

支払利息 82 83 

為替差損 － 31 

その他 1 1 

営業外費用合計 84 116 

経常利益 314 988 

特別利益   

固定資産売却益 181 0 

投資有価証券売却益 1 3 

貸倒引当金戻入額 66 － 

新株予約権戻入益 － 16 

償却債権取立益 － 3 

特別利益合計 249 24 

特別損失   

固定資産除却損 172 74 

投資有価証券評価損 303 3 

会員権評価損 － 1 

たな卸資産処分損 191 － 

特別損失合計 667 79 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △104 934 

法人税、住民税及び事業税 20 20 

法人税等調整額 811 161 

法人税等還付税額 － △480 

法人税等合計 831 △298 

当期純利益又は当期純損失（△） △936 1,232 
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 18,230 18,730 

当期変動額   

別途積立金の積立 500 △1,500 

当期変動額合計 500 △1,500 

当期末残高 18,730 17,230 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,042 △613 

当期変動額   

別途積立金の積立 △500 1,500 

剰余金の配当 △1,219 △731 

当期純利益又は当期純損失（△） △936 1,232 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 △2,655 2,000 

当期末残高 △613 1,387 

利益剰余金合計   

前期末残高 21,291 19,135 

当期変動額   

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △1,219 △731 

当期純利益又は当期純損失（△） △936 1,232 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 △2,155 500 

当期末残高 19,135 19,636 

自己株式   

前期末残高 △942 △943 

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1 

自己株式の処分 1 0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △943 △943 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 42,454 40,298 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,219 △731 

当期純利益又は当期純損失（△） △936 1,232 

自己株式の取得 △1 △1 

自己株式の処分 0 0 

当期変動額合計 △2,156 500 

当期末残高 40,298 40,798 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 107 29 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △77 173 

当期変動額合計 △77 173 

当期末残高 29 202 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 107 29 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △77 173 

当期変動額合計 △77 173 

当期末残高 29 202 

新株予約権   

前期末残高 221 273 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 52 45 

当期変動額合計 52 45 

当期末残高 273 318 

純資産合計   

前期末残高 42,782 40,601 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,219 △731 

当期純利益又は当期純損失（△） △936 1,232 

自己株式の取得 △1 △1 

自己株式の処分 0 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25 218 

当期変動額合計 △2,181 718 

当期末残高 40,601 41,319 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

前事業年度 

(自平成20年４月１日 

至平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

       該当事項はありません        該当事項はありません 

 

 

 

 

６．その他 

(1) 役員の異動 （平成２２年６月２９日付け予定） 

   １.昇任予定取締役 

    専務取締役                  小崎 啓（現 常務取締役 電子デバイス事業本部長） 

電子デバイス事業本部長 
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