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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 36,025 12.6 2,067 333.6 1,797 190.9 1,056 ―

22年3月期第2四半期 31,999 △30.4 476 △72.8 617 △68.2 13 △98.7

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2四半期 13.00 ―

22年3月期第2四半期 0.17 ―

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2四半期 84,503 63,815 74.2 771.56
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2四半期  62,718百万円 22年3月期  63,818百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 4.50

23年3月期 
（予想）

― 4.50 9.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

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



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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） 

※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。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  1,336,241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2Q 81,287,256株 22年3月期2Q  81,288,597株



○添付資料の目次 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報.............................................. 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報.................................................. 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報.................................................. 3 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報.................................................. 4 

２．その他の情報........................................................................ 4 

(1) 重要な子会社の異動の概要........................................................ 4 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要.......................................... 4 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要.................................... 4 

３．四半期連結財務諸表等................................................................ 5 

(1) 四半期連結貸借対照表............................................................ 5 

(2) 四半期連結損益計算書............................................................ 7 

【第２四半期連結累計期間】.......................................................... 7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書.............................................. 8 

(4) 継続企業の前提に関する注記...................................................... 9 

(5) セグメント情報.................................................................. 9 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記....................................10 

 

信越ポリマー㈱ (7970) 平成23年3月期 第2四半期決算短信

－1－



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２四半期連結累計期間における世界経済は、中国などの新興国が牽引する穏やかな景気回

復の兆しが見られましたが、欧州発の信用不安の影響が残り、各国の景気刺激策も終了するなど

不透明感が強まりました。また、国内では急激な円高や設備投資の停滞など、更なる景気減速も

懸念されております。 

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一時の回復の

勢いは弱まり、半導体市場では本格的な設備投資は総じて慎重でした。建材・工事関連市場では

公共投資の削減などが続きました。 

 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、当第２四半期連結累計期間における売上高は360億25百万円(前年同四半期比12.6％

増)、営業利益は20億67百万円(前年同四半期比15億91百万円の増加)、経常利益は17億97百万円

（前年同四半期比11億79百万円の増加)、四半期純利益は10億56百万円(前年同四半期比10億42百

万円の増加)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。 

 
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、車載用は前年並みでしたが、携帯電話用は国内外の価格競争の激化など

の影響を受け全体としては低調となりました。インターコネクターは、デジタル家電製品向けや

小型情報端末向けなどの液晶接続用や半導体検査用を中心に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を伸ばしました。 

 この結果、当セグメントの売上高は119億86百万円、セグメント利益は６億49百万円となりまし

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、300mm工程容器及び200mm以下の輸送容器は半導体業界の回復

を受け順調な受注となりました。300mm輸送容器はユーザーのコスト削減と環境配慮を背景に容器

の再利用が進み十分な回復とはなりませんでした。キャリアテープ関連製品は電子部品業界の回

復により好調な状況で推移しました。ＯＡ機器用部品は堅調に推移しました。シリコーンゴム成

形品は電子部品関連品が伸び悩むなかで、医療関連品が順調に伸びました。 

  この結果、当セグメントの売上高は130億90百万円、セグメント利益は13億87百万円となりまし

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、新設住宅着工は持ち直しの兆しが見られるものの、公共

投資の縮小が続き依然厳しい状況でした。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

品であるラッピングフィルムは、底堅い出荷を維持し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86億19百万円、セグメント損失は４百万円となりました。 
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④その他 

（工事関連他） 

 工事関連事業は、建設業界の低迷が続き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23億28百万円、セグメント利益は19百万円となりました。 

 
(注)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２四半期連結会計期間末における総資産は845億３百万円(前連結会計年度末比11億24百万

円の減少)となりました。これは、流動資産が２億61百万円、投資その他の資産が12億56百万円そ

れぞれ減少したほか、有形固定資産が４億11百万円増加したことなどによります。 

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末における負債は206億87百万円(前連結会計年度末比１億39百万円

の減少)となりました。これは、借入金返済等により流動負債が３億66百万円減少したほか、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２四半期連結会計期間末における純資産は638億15百万円（前連結会計年度末比

９億84百万円の減少）となりました。 

(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四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、262億

23百万円（前連結会計年度末比10億円の増加）となりました。 

当第２四半期連結累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、49億29百万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16億47百万円、減価償却費15億25百万円などの計上と売上債権の減少13億62百万円、仕入

債務の増加12億76百万円などの増加要因のほか、たな卸資産の増加７億19百万円、法人税等の

支払い４億91百万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による支出10億76百万円により、11億26百

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、短期借入金の減少16億21百万円、配当金の支払い３億66百万円、長

期借入金の返済１億71百万円などの支出により、21億60百万円の減少となりました。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループにおきましては、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、欧州発の信用不安の影響が残るなか、各国の景気刺激策の終了など、今後の経済

動向や為替の先行きも懸念されます。 

これらの情勢により、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 

該当事項はありません。 

(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」 

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 

①「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ２百万円減少し、税

金等調整前四半期純利益は１億14百万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。 

②「のれんの償却に関する事項」 

 第１四半期連結会計期間より、Shin-Etsu Polymer India Pvt.Ltd.を連結の範囲に含めたこと

により「のれんの償却に関する事項」について新たな会計処理を採用しております。 

 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。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 26,328 25,328

受取手形及び売掛金 20,778 22,863

商品及び製品 5,955 5,560

仕掛品 570 316

原材料及び貯蔵品 2,076 2,034

未収入金 1,809 1,774

繰延税金資産 723 750

その他 407 259

貸倒引当金 △218 △192

流動資産合計 58,432 58,694

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,688 8,529

機械装置及び運搬具（純額） 5,240 4,997

土地 6,177 6,123

建設仮勘定 1,264 1,166

その他（純額） 1,102 1,244

有形固定資産合計 22,473 22,061

無形固定資産   

ソフトウエア 182 199

その他 30 30

無形固定資産合計 213 230

投資その他の資産   

投資有価証券 1,234 2,277

繰延税金資産 1,097 1,160

その他 1,052 1,202

投資その他の資産合計 3,384 4,640

固定資産合計 26,070 26,933

資産合計 84,503 85,628
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 14,759 13,737

短期借入金 1 1,581

未払金 333 391

未払法人税等 389 418

未払費用 1,187 1,053

賞与引当金 962 986

役員賞与引当金 22 3

その他 841 691

流動負債合計 18,497 18,864

固定負債   

長期借入金 4 5

退職給付引当金 1,637 1,577

資産除去債務 175 －

その他 372 380

固定負債合計 2,190 1,963

負債合計 20,687 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 46,467 45,829

自己株式 △944 △943

株主資本合計 67,628 66,991

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 115 202

為替換算調整勘定 △5,025 △3,375

評価・換算差額等合計 △4,910 △3,172

新株予約権 353 318

少数株主持分 744 663

純資産合計 63,815 64,800

負債純資産合計 84,503 85,628
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 31,999 36,025

売上原価 24,738 26,330

売上総利益 7,260 9,695

販売費及び一般管理費 6,783 7,627

営業利益 476 2,067

営業外収益   

受取利息 81 39

為替差益 36 －

通貨スワップ評価益 44 －

その他 64 77

営業外収益合計 226 116

営業外費用   

支払利息 73 57

為替差損 － 326

その他 12 3

営業外費用合計 86 386

経常利益 617 1,797

特別利益   

固定資産売却益 8 6

貸倒引当金戻入額 7 －

償却債権取立益 3 1

新株予約権戻入益 3 1

特別利益合計 23 9

特別損失   

固定資産除却損 15 45

会員権評価損 － 1

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 15 158

税金等調整前四半期純利益 626 1,647

法人税、住民税及び事業税 340 450

法人税等調整額 260 126

法人税等合計 601 577

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,070

少数株主利益 11 14

四半期純利益 13 1,056
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 626 1,647

減価償却費 1,444 1,525

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31 60

受取利息及び受取配当金 △89 △48

支払利息 73 57

為替差損益（△は益） 61 139

有形固定資産売却損益（△は益） △8 △6

有形固定資産除却損 15 45

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 112

売上債権の増減額（△は増加） 68 1,362

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,406 △719

仕入債務の増減額（△は減少） 267 1,276

未払又は未収消費税等の増減額 127 △145

その他 △408 104

小計 3,615 5,411

利息及び配当金の受取額 88 66

利息の支払額 △73 △57

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 786 △491

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,417 4,929

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 △1,000 －

有形固定資産の取得による支出 △461 △1,076

有形固定資産の売却による収入 28 34

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

長期貸付けによる支出 △240 －

その他 29 △80

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,647 △1,126

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） △1,003 △1,621

長期借入金の返済による支出 △530 △171

配当金の支払額 △366 △366

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,901 △2,160

現金及び現金同等物に係る換算差額 488 △1,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,356 511

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 23,415 26,223
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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） 

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

ているものであります。 

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。 

したがって、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２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９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 11,986 13,090 8,619 33,696 2,328 36,025

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 11,986 13,090 8,619 33,696 2,328 36,025

 セグメント利益又は損失（△） 649 1,387 △4 2,032 19 2,051

(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） 

当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 

（単位：百万円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 2,032

「その他」の区分の利益 19

棚卸資産の調整額 15

その他の調整額 1

四半期連結損益計算書の営業利益 2,067

 

 

(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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