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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
(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 ％

23年３月期第１四半期 17,928 18.4 1,312 － 1,186 551.1 607 －
22年３月期第１四半期 15,137 △33.6 37 △96.4 182 △81.6 △210 －
 

 
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

23年３月期第１四半期 7.48 －
22年３月期第１四半期 △2.59 －
 
(2) 連結財政状態 

 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

23年３月期第１四半期 86,380 64,990 74.0 786.00
22年３月期 85,628 64,800 74.5 785.10
（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 63,891百万円 22年３月期 63,818百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金 
 第１ 

四半期末 
第２ 

四半期末 
第３ 

四半期末 
期  末 合  計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年３月期 － 4.50 － 4.50 9.00 
23年３月期 －  
23年３月期(予想)   4.50  －  4.50  9.00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成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(累計)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 
(累計) 

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
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



４．その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。） 
 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：有 

 新規 １社  （社名）Shin-Etsu Polymer 
 除外 ―社  （社名） 

India Pvt.Ltd. 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 

  
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 82,623,376株 22年３月期 82,623,376株
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,336,081株 22年３月期 1,336,001株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 81,287,335株 22年３月期１Ｑ 81,288,860株

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 
 
※ 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。業績予想の前提となる条件等については、四半期決算短信【添付資料】４ページ「(3)
連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における世界経済は、中国、インドなどの新興国が牽引する緩やか

な景気回復基調となりましたが、欧州の財政不安に端を発した世界的な株安や円高の影響なども

あり、依然回復の力強さに欠ける状況で推移しました。 

当社グループ関連の市場環境につきましては、電子機器関連や自動車関連市場は回復の勢いは

弱く、半導体市場では設備投資は総じて低調でした。建材・工事関連市場では公共投資の削減や

住宅新設の低迷などが続きました。 

このような背景のもとで、当社グループは、国内外での新製品提案・販売活動を積極的に展開

し、同時に経費削減など収支改善に努めてまいりました。 

この結果、第１四半期連結会計期間における売上高は179億28百万円（前年同四半期比18.4％

増）、営業利益は13億12百万円（前年同四半期比12億75百万円の増加）、経常利益は11億86百万

円（前年同四半期比10億４百万円の増加）、四半期純利益は６億７百万円（前年同四半期は四半

期純損失２億10百万円）となりました。 
 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

 
これまで、事業の種類別セグメント情報の区分は｢電子・機能部材関連事業」、｢包装資材関連

事業」、｢建設資材・工事関連事業その他」としておりましたが、2010年度から適用される「セ

グメント情報等の開示に関する会計基準」の適用により、当第１四半期連結会計期間より｢電子

デバイス事業｣、｢精密成形品事業｣、｢住環境・生活資材事業｣、｢その他事業」に変更いたしまし

た。事業区分は、社内管理において採用している区分であります。 

 
①電子デバイス事業 

（キーパッド、インターコネクター、周辺部品） 

 主力のキーパッドは、スマートフォン(高機能携帯電話)用などをめぐる国内外の価格競争の

激化や、多品種小ロット化による数量減少などの影響で伸び悩みました。デジタル家電製品向

けや小型情報端末向けなど用途の広いインターコネクターは、液晶接続用や半導体検査用など

全般に受注が回復しました。その他の電子機器用途の周辺部品は、新規顧客への提案活動によ

り受注が広がりました。 

この結果、当セグメントの売上高は60億39百万円、セグメント利益は４億24百万円となりま

した。 

 
②精密成形品事業 

（半導体関連容器、キャリアテープ関連製品、OA機器用部品、シリコーンゴム成形品） 

 半導体関連容器につきましては、300㎜ウエーハ用の輸送容器がリユースの影響などを受け

ました。また300㎜用工程容器は、本格的な半導体市場の設備投資需要には至らず、半導体回

路の微細化用途や交換需要が中心でした。一方200mm以下の輸送容器は、順調な受注が続き、

全体としては回復基調となりました。キャリアテープ関連製品は、一時在庫調整の影響を受け

ましたが、緩やかに回復しました。OA機器用部品は、新機種の出荷や欧米向け需要増などで着

実に受注は改善しました。シリコーンゴム成形品は、電子部品関連などが伸び悩む中で、医療

関連が寄与しました。 

この結果、当セグメントの売上高は65億37百万円、セグメント利益は８億78百万円となりま

した。 

 
③住環境・生活資材事業 

（塩ビパイプ・外装材関連製品、ラッピングフィルム、プラスチックシート関連製品、機能性コンパウンド） 

 住環境資材の塩ビパイプ関連製品は、公共投資の縮小や新設住宅などの需要低迷により厳し

い状況が続きました。外装材関連製品の波板は、ホームセンター向けが好調でした。また樹脂

製サイディングは北日本地区中心に受注を増やしました。生活資材の主力製品であるラッピン
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グフィルムは、外食産業向けが厳しい中、底堅い出荷が続き前年並みとなりました。プラスチ

ックシート関連製品及び機能性コンパウンドは、緩やかな回復基調となりました。 

この結果、当セグメントの売上高は43億６百万円、セグメント利益は39百万円となりまし

た。 

 
④その他 

（工事関連他） 

 工事関連事業は、建設業界の低迷により、全体として伸び悩みました。 

この結果、当セグメントの売上高は10億44百万円、セグメント損失は12百万円となりまし

た。 

 
（注）当第１四半期連結会計期間から、セグメント区分を変更したため、各セグメントの 

   対前年同期との金額比較は記載しておりません。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は863億80百万円（前連結会計年度末比７億52百

万円の増加）となりました。これは、現金及び預金などの流動資産が10億36百万円、有形固定資

産が８億86百万円それぞれ増加したこと、また、投資その他の資産が11億57百万円減少したこと

などによります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は213億90百万円（前連結会計年度末比５億62百万

円の増加）となりました。これは、仕入債務が４億93百万円、流動資産のその他が預り金の増加

などにより４億52百万円それぞれ増加したことと、賞与引当金が４億88百万円減少したほか、新

たに資産除去債務を１億75百万円計上したことなどによります。 

（純資産） 

この結果、当第１四半期連結会計期間末における純資産は649億90百万円（前連結会計年度末

比１億89百万円の増加）となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四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、267

億98百万円（前連結会計年度末比15億74百万円の増加）となりました。 

当第１四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりでありま

す。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動による資金は、22億62百万円の増加となりました。これは、税金等調整前四半期純

利益10億71百万円、減価償却費７億89百万円などの調整と、売上債権の減少９億87百万円、仕

入債務の増加３億91百万円などの増加要因と、たな卸資産の増加６億92百万円、法人税等の支

払い４億36百万円などの減少要因によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動による資金は、主に有形固定資産の取得５億44百万円の支出により、５億60百万円

の減少となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動による資金は、配当金の支払い３億29百万円、短期借入金の減少１億20百万円など

の支出により、４億99百万円の減少となりました。 

信越ポリマー㈱　（7970）　平成23年３月期　第１四半期決算短信信越ポリマー㈱　（7970）　平成23年３月期　第１四半期決算短信

-3-



 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループの業績は、主要製品の需要動向も一進一退の状況が続いていることから、現時点

では、業績予想の変更は行っておりません。 

しかしながら、欧州での財政不安に端を発した世界的な景気後退の行方、急激な円高、原材料

価格の上昇なども懸念されます。 

これらの情勢により、第２四半期連結累計期間及び通期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。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

当第１四半期連結会計期間より、Shin-Etsu Polymer India Pvt.Ltd.は重要性が増したため、

連結の範囲に含めております。なお、変更後の連結子会社の数は16社であります。 

また、Shin-Etsu Polymer India Pvt.Ltd.を連結の範囲に含めたことにより、以下の新たな会

計処理を採用しております。 

「のれんの償却に関する事項」 

のれんの償却については、計上後20年以内でその効果の発現する期間にわたって均等償却をし

ております。なお、金額的重要性がない場合には発生年度に一括償却しております。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

「棚卸資産の評価方法」 

当第１四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、前連結会計年度

末の実地棚卸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。 

「法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法」 

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。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

②特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 

平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

21号 平成20年３月31日)を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益が１百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は１億13百万

円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は１億74百万

円であります。 

 

信越ポリマー㈱　（7970）　平成23年３月期　第１四半期決算短信信越ポリマー㈱　（7970）　平成23年３月期　第１四半期決算短信

-4-



3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,903 25,328 

受取手形及び売掛金 21,584 22,863 

商品及び製品 5,921 5,560 

仕掛品 662 316 

原材料及び貯蔵品 2,187 2,034 

未収入金 1,768 1,774 

繰延税金資産 478 750 

その他 435 259 

貸倒引当金 △210 △192 

流動資産合計 59,731 58,694 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,021 8,529 

機械装置及び運搬具（純額） 5,310 4,997 

土地 6,206 6,123 

建設仮勘定 1,198 1,166 

その他（純額） 1,210 1,244 

有形固定資産合計 22,947 22,061 

無形固定資産   

ソフトウエア 187 199 

その他 30 30 

無形固定資産合計 218 230 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,204 2,277 

繰延税金資産 1,225 1,160 

その他 1,052 1,202 

投資その他の資産合計 3,482 4,640 

固定資産合計 26,648 26,933 

資産合計 86,380 85,628 
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 14,231 13,737 

短期借入金 1,562 1,581 

未払金 298 391 

未払法人税等 196 418 

未払費用 1,213 1,053 

賞与引当金 498 986 

役員賞与引当金 10 3 

その他 1,144 691 

流動負債合計 19,156 18,864 

固定負債   

長期借入金 68 5 

退職給付引当金 1,614 1,577 

資産除去債務 175 － 

その他 375 380 

固定負債合計 2,233 1,963 

負債合計 21,390 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 46,019 45,829 

自己株式 △944 △943 

株主資本合計 67,180 66,991 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 98 202 

為替換算調整勘定 △3,387 △3,375 

評価・換算差額等合計 △3,288 △3,172 

新株予約権 317 318 

少数株主持分 781 663 

純資産合計 64,990 64,800 

負債純資産合計 86,380 85,628 
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 15,137 17,928 

売上原価 11,861 12,907 

売上総利益 3,276 5,020 

販売費及び一般管理費 3,238 3,707 

営業利益 37 1,312 

営業外収益   

受取利息 33 22 

為替差益 89 － 

通貨スワップ評価益 34 － 

その他 32 40 

営業外収益合計 189 63 

営業外費用   

支払利息 36 32 

為替差損 － 156 

その他 7 1 

営業外費用合計 44 190 

経常利益 182 1,186 

特別利益   

固定資産売却益 1 5 

貸倒引当金戻入額 16 － 

償却債権取立益 3 0 

新株予約権戻入益 3 1 

特別利益合計 25 7 

特別損失   

固定資産除却損 2 10 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 112 

特別損失合計 2 122 

税金等調整前四半期純利益 205 1,071 

法人税、住民税及び事業税 106 181 

法人税等調整額 306 269 

法人税等合計 413 450 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 620 

少数株主利益 2 12 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △210 607 
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 205 1,071 

減価償却費 700 789 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12 37 

受取利息及び受取配当金 △40 △30 

支払利息 36 32 

為替差損益（△は益） 37 101 

有形固定資産除却損 2 10 

売上債権の増減額（△は増加） 1,268 987 

たな卸資産の増減額（△は増加） 931 △692 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,046 391 

未払又は未収消費税等の増減額 225 △94 

その他 △840 72 

小計 1,468 2,676 

利息及び配当金の受取額 42 51 

利息の支払額 △23 △29 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 327 △436 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,815 2,262 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △987 － 

有形固定資産の取得による支出 △188 △544 

有形固定資産の売却による収入 30 0 

投資有価証券の取得による支出 △1 △1 

長期貸付けによる支出 △240 － 

その他 19 △14 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,368 △560 

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） △1 △120 

長期借入金の返済による支出 △40 △50 

配当金の支払額 △365 △329 

その他 △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △408 △499 

現金及び現金同等物に係る換算差額 433 △116 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 471 1,085 

現金及び現金同等物の期首残高 22,058 25,223 

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）

－ 489 

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,530 26,798 
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(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 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号  平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。 

 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントにつきましては、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、当社取締役会が、事業の業績を評価し、また経営資源の配分など、定期的に検討を行う対象となっ

ております。 

当社は、製品や製造方法、原材料特性などに応じて組織された事業本部を本社に置き、各事業本部

は、国内及び海外の各事業に関する包括的な戦略を立案し、当社グループ企業（販売・生産子会社）と

協力のもとに事業活動を展開しております。 

したがいまして、当社は、事業本部を基礎とした製品別セグメントから構成されており、｢電子デバイ

ス事業」、｢精密成形品事業｣、｢住環境・生活資材事業｣の３つを報告セグメントとしております。 

｢電子デバイス事業」では、電子機器の入出力部品および周辺部品の製造・販売を行っております。 

｢精密成形品事業｣では、半導体シリコンや電子部品の搬送用資材、ＯＡ機器・医療機器用部品など、精

密成形品の製造・販売を行っております。｢住環境・生活資材事業｣では、住宅関連建材、食品用包装資

材など、樹脂加工品の製造・販売を行っております。 

 

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

電子デバイス 精密成形品
住環境・生活

資材 
計 

その他 
(注) 

合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 6,039 6,537 4,306 16,883 1,044 17,928

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 6,039 6,537 4,306 16,883 1,044 17,928

 セグメント利益又は損失（△） 424 878 39 1,342 △12 1,329

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、工事関連事業などを含んでおりま

す。 
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 1,342

「その他」の区分の利益 △12

棚卸資産の調整額 △14

その他の調整額 △2

四半期連結損益計算書の営業利益 1,312

 

(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。 
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