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１．平成 29 年３月期第２四半期の連結業績（平成 28 年４月１日～平成 28 年９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 
親会社株主に帰属 
する四半期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

29 年３月期第２四半期 613,026 △5.1 122,034 11.1 118,211 4.6 87,437 14.1 

28 年３月期第２四半期 645,836 7.0 109,816 12.5 113,020 11.7 76,633 13.4 

(注)包括利益 29 年３月期第２四半期 △38,367 百万円(－%)  28 年３月期第２四半期 73,805 百万円(62.4%) 

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 

29 年３月期第２四半期 205.26 205.25 

28 年３月期第２四半期 179.93 179.91 

(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 

29 年３月期第２四半期 2,416,345 2,018,057 81.4 4,619.95 

28 年３月期 2,510,085 2,080,465 80.8 4,761.48 

(参考)自己資本 29 年３月期第２四半期 1,967,997 百万円 28 年３月期 2,028,291 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 

28 年３月期 － 55.00 － 55.00 110.00 

29 年３月期 － 60.00 

29 年３月期(予想) － 60.00 120.00 

(注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 

３．平成 29 年３月期の連結業績予想（平成 28 年４月１日～平成 29 年３月 31 日） 

（％表示は、対前期増減率） 

売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 

する当期純利益 
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 1,180,000 △7.8 225,000 7.9 230,000 4.5 160,000 7.5 375.61 

(注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

当資料に記載の業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた
記述であり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績等は、様々な要素によりこれら業績見通し等と
は大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績等に影響を与え得る重要な要素には、
当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向、対米ドルをはじめとする円の為替
レートなどが含まれます。ただし、業績等に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。 



※注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無 

③ 会計上の見積りの変更 ： 無 

④ 修正再表示 ： 無 

 （注）詳細は、添付資料 5 ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）会計方針の

変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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） 29 年３月期２Ｑ 432,106,693 株 

28 年３月期  432,106,693 株 

② 期末自己株式数 29 年３月期２Ｑ   6,128,380 株 

28 年３月期 6,127,692 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29 年３月期２Ｑ 425,978,581 株 

28 年３月期２Ｑ 425,908,128 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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は実施中であります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１）経営成績に関する説明 

 

当第２四半期連結累計期間の世界経済は、米国では景気の回復が続きましたものの、欧州と日本

では経済成長は微増にとどまり、特に日本の製造業は、円高進行の影響を被りました。加えて、中

国では経済成長の減速が続き、他の多くの新興国でも景気に弱さが見られました。 

このような状況下、当社グループは、継続的な増収増益を達成すべく、 

（ⅰ）顧客との関係を深耕し、かつ顧客層を世界でさらに拡張し、 

（ⅱ）顧客に密着した製品開発、品質の向上と技術における差別化を絶えず遂行し、 

（ⅲ）厳格なコスト管理を継続してまいりました。 

 

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。 

 当第２四半期 

連結累計期間 

前年同期比 

増減率 

  （百万円） （％）

売 上 高 613,026  △5.1 

営 業 利 益 122,034 11.1  

経 常 利 益 118,211 4.6  

親会社株主に帰属する 

四半期純利益 
87,437 14.1  

 

セグメントごとの状況は以下のとおりです。 

 

塩ビ・化成品事業 

 当第２四半期 

連結累計期間 

前年同期比 

増減率 

  （百万円） （％）

売 上 高 201,747  △8.5  

営 業 利 益 30,173  26.1  

米国においては、シンテック社が増強された生産能力を生かし、北米内外で業界を上回る販売を

実現し、二桁増益を達成しました。欧州のシンエツＰＶＣ社は、安定した操業を続け、出荷は堅調

に推移し、日本国内も販売を伸ばし、ともに二桁増益となりました。 

 

シリコーン事業 

 当第２四半期 

連結累計期間 

前年同期比 

増減率 

  （百万円） （％）

売 上 高 89,982  △5.4  

営 業 利 益 20,583  0.1  

シリコーンは、国内では、化粧品向けや車載向けの出荷が好調に推移しました。海外では、市場

価格低迷の影響を受けましたが、米国や中国、東南アジア向けの機能製品の出荷が堅調でした。
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機能性化学品事業 

 当第２四半期 

連結累計期間 

前年同期比 

増減率 

  （百万円） （％）

売 上 高 55,508  △7.1  

営 業 利 益 11,994   21.2 

セルロース誘導体は、国内では、建材用製品が振るいませんでしたが、医薬用製品が好調な出荷

を継続しました。加えて、欧州のＳＥタイローズ社が、塗料用製品を中心に順調に推移し、国内事

業とともに当セグメントの二桁増益を牽引しました。豪州シムコア社の金属珪素は、堅調な出荷と

なりました。 

  

半導体シリコン事業 

 当第２四半期 

連結累計期間 

前年同期比 

増減率 

  （百万円） （％）

売 上 高 123,327  △2.2  

営 業 利 益 26,123  △3.4  

半導体シリコンは、メモリデバイス向けが底堅く推移するとともに、ロジックデバイス向けも中

国スマートフォン用などの堅調な需要により出荷は総じて好調に推移しました。 

 

電子・機能材料事業 

 当第２四半期 

連結累計期間 

前年同期比 

増減率 

  （百万円） （％）

売 上 高 93,227  △1.7  

営 業 利 益 27,837  11.0  

希土類磁石は、産業機器向けが振るいませんでしたが、ハイブリッド車をはじめとする自動車向

けが堅調でした。フォトレジスト製品は、ＡｒＦレジストや多層レジスト材料が底堅く推移し、マ

スクブランクスは好調な出荷を続けました。ＬＥＤ用パッケージ材料は一部顧客での生産調整の影

響を受けましたが、光ファイバー用プリフォームは堅調に推移しました。結果、当セグメントは二

桁増益を達成しました。 

 

その他関連事業 

 当第２四半期 

連結累計期間 

前年同期比 

増減率 

  （百万円） （％）

売 上 高 49,232  △0.3  

営 業 利 益 5,356  74.5  

信越ポリマー社の自動車用入力デバイスや半導体ウエハー関連容器が、堅調に推移しました。
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（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 

世界経済は、多くの不確定要因をかかえており、またその成長は弱いと考えます。景気の下振れ

も懸念されます。 

当社グループの主力製品の中には、原料価格をはじめ、市況や需給の変動の影響を大きく受ける

ものがあります。また、当社グループの売上の７割強を海外売上が占め、為替の変動は当社の事業

に影響を与えるとともに、海外子会社の業績を日本円に換算する際にも影響を及ぼします。 

このような状況を踏まえ、当社グループは、世界の市場を見据え、需要動向を的確に捉えた販売

活動を積極的に展開するとともに、世界の 適地での製造拠点の建設や既存設備の増強による事業

展開を一段と加速させてまいります。また、生産性と品質の向上に一層注力するとともに、顧客に

価値ある製品開発と製品の安定供給に努めてまいります。そのため、健全な財務内容を保ちつつ、

かつそれを生かして、適時適切な投資を遂行します。 

今後とも、市場及び社会のニーズに、長期的に応える価値作りに取り組んでまいります。 

 

本短信表紙に記載のとおり、平成 28 年７月 26 日に発表いたしました通期の業績予想に変更はあ

りません。 

  中間配当金につきましては、今回５円増配して、１株当たり 60 円とさせていただき、また、年

間の配当予想を１株当たり、10 円増配の 120 円に改定いたします。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
 

（会計方針の変更） 
 
（平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

      法人税法の改正に伴い、「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実

務上の取扱い」（実務対応報告第 32 号 平成 28 年６月 17 日）を第１四半期連結会計期間

から適用し、平成 28 年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却

方法を定率法から定額法に変更しております。 

      なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 

 （２）追加情報 
 
    （繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

           「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 26 号 平成

28 年３月 28 日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 
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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） 

  前連結会計年度 
(平成28年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成28年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 597,048 670,411 

受取手形及び売掛金 268,905 273,011 

有価証券 236,486 183,329 

たな卸資産 281,013 251,232 

その他 84,020 66,209 

貸倒引当金 △14,840 △13,815 

流動資産合計 1,452,633 1,430,379 

固定資産    

有形固定資産    

機械装置及び運搬具（純額） 410,322 394,878 

その他（純額） 394,649 346,167 

有形固定資産合計 804,972 741,045 

無形固定資産 13,152 11,235 

投資その他の資産    

投資その他の資産 241,135 235,287 

貸倒引当金 △1,807 △1,601 

投資その他の資産合計 239,327 233,685 

固定資産合計 1,057,451 985,966 

資産合計 2,510,085 2,416,345 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 115,557 109,371 

短期借入金 7,873 11,252 

未払法人税等 29,519 22,331 

引当金 3,174 3,199 

その他 125,828 125,128 

流動負債合計 281,954 271,283 

固定負債    

長期借入金 5,288 1,321 

退職給付に係る負債 33,319 32,303 

その他 109,056 93,380 

固定負債合計 147,665 127,005 

負債合計 429,619 398,288 

純資産の部    

株主資本    

資本金 119,419 119,419 

資本剰余金 128,759 128,753 

利益剰余金 1,731,042 1,795,051 

自己株式 △33,407 △33,412 

株主資本合計 1,945,813 2,009,812 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 13,780 14,304 

繰延ヘッジ損益 1,611 2,058 

為替換算調整勘定 68,566 △57,198 

退職給付に係る調整累計額 △1,480 △979 

その他の包括利益累計額合計 82,478 △41,814 

新株予約権 237 275 

非支配株主持分 51,936 49,783 

純資産合計 2,080,465 2,018,057 

負債純資産合計 2,510,085 2,416,345 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

 

（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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

売上高 645,836 613,026 

売上原価 466,661 425,803 

売上総利益 179,175 187,223 

販売費及び一般管理費 69,358 65,189 

営業利益 109,816 122,034 

営業外収益    

受取利息 1,913 2,368 

受取配当金 2,402 1,007 

為替差益 1,552 - 

その他 2,946 5,682 

営業外収益合計 8,814 9,058 

営業外費用    

為替差損 - 11,161 

その他 5,610 1,719 

営業外費用合計 5,610 12,881 

経常利益 113,020 118,211 

税金等調整前四半期純利益 113,020 118,211 

法人税、住民税及び事業税 40,344 25,203 

法人税等調整額 △5,040 4,232 

法人税等合計 35,304 29,436 

四半期純利益 77,716 88,775 

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,082 1,338 

親会社株主に帰属する四半期純利益 76,633 87,437 
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（四半期連結包括利益計算書）

（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27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

四半期純利益 77,716 88,775 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △4,221 513 

繰延ヘッジ損益 681 446 

為替換算調整勘定 △1,303 △128,254 

退職給付に係る調整額 855 501 

持分法適用会社に対する持分相当額 76 △351 

その他の包括利益合計 △3,911 △127,143 

四半期包括利益 73,805 △38,367 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 72,727 △36,855 

非支配株主に係る四半期包括利益 1,077 △1,511 
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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27年４月１日 
至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
至 平成28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 113,020 118,211 

減価償却費 50,999 43,824 

受取利息及び受取配当金 △4,315 △3,376

売上債権の増減額（△は増加） 5,370 △21,691

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,779 14,893

仕入債務の増減額（△は減少） △2,688 △69

その他 23,241 14,088 

小計 180,849 165,880 

利息及び配当金の受取額 4,994 3,780 

利息の支払額 △216 △237

法人税等の支払額 △36,585 △26,381

営業活動によるキャッシュ・フロー 149,041 143,041 

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） 393 21,899 

有価証券の純増減額（△は増加） △44,070 52,846 

有形固定資産の取得による支出 △76,252 △58,486

投資有価証券の取得による支出 △1,146 △596

投資有価証券の売却及び償還による収入 5,133 -

その他 △12,488 △956

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,430 14,706 

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） 33 △301

配当金の支払額 △21,294 △23,428

その他 △594 3,154

財務活動によるキャッシュ・フロー △21,855 △20,576

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,137 △28,688

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,382 108,483 

現金及び現金同等物の期首残高 423,846 487,604 

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） 
167 - 

現金及び現金同等物の四半期末残高 421,632 596,087 

信越化学工業(株) (4063) 　平成29年3月期　第2四半期決算短信

-10-



（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

（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。 

（セグメント情報）

報告セグメントの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

１.当第２四半期連結累計期間（自 平成 28 年４月１日 至 平成 28 年９月 30 日）
（単位：百万円） 

報告セグメント 
調整額 

(注) 

四半期連結

損益計算書

計上額 
塩ビ・ 

化成品事業 

シリコーン

事業

機能性 

化学品事業 

半導体 

シリコン事業

電子・機能

材料事業 

その他 

関連事業 
計 

売上高 

外部顧客への 
売上高 201,747 89,982 55,508 123,327 93,227 49,232 613,026 － 613,026 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 1,398 3,031 6,473 0 3,494 35,944 50,342 (50,342) － 

計 203,145 93,014 61,981 123,328 96,721 85,177 663,369 (50,342) 613,026 

セグメント利益

(営業利益)
30,173 20,583 11,994 26,123 27,837 5,356 122,070 (35) 122,034

(注)セグメント間取引消去によるものです。 

２.前第２四半期連結累計期間（自 平成 27 年４月１日 至 平成 27 年９月 30 日）
（単位：百万円） 

報告セグメント 
調整額 

(注) 

四半期連結

損益計算書

計上額 
塩ビ・ 

化成品事業 

シリコーン

事業

機能性 

化学品事業 

半導体 

シリコン事業

電子・機能

材料事業 

その他 

関連事業 
計 

売上高 

外部顧客への 
売上高 220,606 95,132 59,747 126,100 94,855 49,393 645,836 － 645,836 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 1,635 2,830 6,625 2 4,126 34,761 49,981 (49,981) － 

計 222,242 97,962 66,373 126,102 98,982 84,154 695,818 (49,981) 645,836 

セグメント利益

(営業利益)
23,929 20,557 9,892 27,032 25,072 3,069 109,553 263 109,816 

(注)セグメント間取引消去によるものです。 

各セグメントに属する主要製品・サービス 

セ グ メ ン ト 主 要 製 品 ・ サ ー ビ ス 

塩 ビ ・ 化 成 品 事 業 塩化ビニル樹脂、か性ソーダ、メタノール、クロロメタン 

シ リ コ ー ン 事 業 シリコーン

機 能 性 化 学 品 事 業 セルロース誘導体、金属珪素、ポバール、合成性フェロモン

半導体シリコン事業 半導体シリコン 

電子・機能材料事業 
希土類磁石(電子産業用・一般用)、半導体用封止材、ＬＥＤ用パッケージ材料、 
フォトレジスト、マスクブランクス、合成石英製品、液状フッ素エラストマー、ペリクル

そ の 他 関 連 事 業 樹脂加工製品、技術・プラント輸出、商品の輸出入、エンジニアリング 
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補足資料：四半期業績の推移

（単位：億円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期

2015年 2015年 2015年 2016年 2016年 2016年
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月

3,140 3,317 3,300 3,038 12,798 3,007 3,123 6,130

1,028 1,177 1,182 1,027 4,417 939 1,078 2,017

468 483 468 457 1,877 454 445 899

297 300 295 276 1,168 285 270 555

626 634 625 546 2,433 625 607 1,233

485 463 449 469 1,867 469 463 932

234 259 279 260 1,034 234 258 492

514 584 526 460 2,085 600 620 1,220

106 133 126 80 446 132 169 301

上期累計

2017年３月期

 半導体シリコン

 機能性化学品

 塩ビ・化成品

営業利益

電子・機能材料

通期

2016年３月期

シリコーン

 塩ビ・化成品

売上高　

 その他関連

102 103 108 101 415 102 103 205

47 51 44 38 181 63 56 119

118 151 103 95 469 136 124 261

123 127 131 131 514 140 138 278

13 17 10 15 56 26 26 53

550 580 577 492 2,200 578 603 1,182

376 390 397 324 1,488 453 421 874

254 255 262 231 1,004 207 230 438

244 304 420 377 1,347 271 334 606

138 152 142 99 531 125 109 235

2,289 2,476 2,462 2,256 9,483 2,157 2,292 4,450

73% 75% 75% 74% 74% 72% 73% 73%

(注)本補足資料における記載金額は、億円未満を切捨てにより表示しております。

研究開発費

減価償却費

設備投資

親会社株主に帰属する
当期純利益

シリコーン

海外売上高

経常利益

 その他関連

電子・機能材料

 半導体シリコン

連結売上高に
占める割合

 機能性化学品
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