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第一部【企業情報】 

  

第１【企業の概況】 

  

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

(1)連結経営指標等   

売上高（百万円） 59,658 59,984 58,434 60,061 60,839

経常利益（百万円） 2,326 3,824 4,198 4,856 5,183

当期純損益（百万円） 374 2,030 2,246 2,897 2,930

純資産額（百万円） 35,672 36,752 38,961 41,738 44,594

総資産額（百万円） 76,412 78,240 74,761 80,423 81,835

１株当たり純資産額（円） 763.47 801.46 856.54 905.74 968.99

１株当たり当期純損益（円） 7.99 42.62 47.50 61.68 62.00

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円） 

7.95 40.21 45.96 61.25 61.52

自己資本比率（％） 46.7 47.0 52.1 51.9 54.5

自己資本利益率（％） 1.0 5.6 5.9 7.2 6.8

株価収益率（倍） 48.3 8.8 12.3 11.5 16.0

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

5,459 5,775 5,620 5,244 4,847

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△2,037 304 △1,155 △2,506 452

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△2,370 △1,140 △5,627 △394 △1,283

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円） 

4,057 8,993 7,824 10,357 14,262

従業員数 
［外、平均臨時雇用者数］ 
（人） 

1,371 
［336］

1,270
［276］

1,160
［247］

1,338 
［257］

1,403
［270］



 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２. 提出会社の第70期１株当たり配当額12円のうち２円は創立50周年記念配当である。 

３. 提出会社の第71期１株当たり配当額12円のうち２円は特別配当である。 

４．提出会社の第72期１株当たり配当額15円のうち３円は特別配当である。 

５．平成15年３月期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純損益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に

あたっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用している。 

  

  

回次 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

(2)提出会社の経営指標等     

売上高（百万円） 48,395 50,153 49,847 50,778 49,788

経常利益（百万円） 2,357 3,451 3,612 4,045 4,178

当期純損益（百万円） 506 1,718 2,006 2,527 2,543

資本金（百万円） 12,334 12,334 12,334 12,334 12,334

発行済株式総数（千株） 47,313 47,313 47,313 47,313 47,313

純資産額（百万円） 36,208 37,033 39,012 41,322 43,682

総資産額（百万円） 69,745 71,816 68,378 72,131 74,041

１株当たり純資産額（円） 774.95 806.83 856.82 895.77 948.18

１株当たり配当額 
(うち１株当たり中間配当額) 
（円） 

10.00 
（5.00）

10.00
（5.00）

12.00
（5.00）

12.00 
（5.00）

15.00
（6.00）

１株当たり当期純損益（円） 10.82 36.21 42.62 53.89 53.94

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円） 

10.46 34.21 41.26 53.52 53.53

自己資本比率（％） 51.9 51.6 57.1 57.3 59.0

自己資本利益率（％） 1.4 4.7 5.3 6.3 6.0

株価収益率（倍） 35.7 10.4 13.7 13.2 18.4

配当性向（％） 92.17 27.62 28.15 22.27 27.81

従業員数（人） 392 403 382 380 357



２【沿革】 

 当社（昭和44年11月商号を日新製鋼株式会社より積水アドヘヤ工業株式会社に、さらに昭和45年６月積水樹脂株式会社に変

更）は、昭和45年10月大阪市北区玉江町２丁目２番地所在の積水樹脂株式会社（以下旧積水樹脂株式会社という）を吸収合併

（旧積水樹脂株式会社の額面変更のため）したが、合併期日前の当社は休業状態であったため、企業の実体は旧積水樹脂株式会

社が合併後もそのまま存続しているのと同様の状態にあるので、当社の沿革については、実体会社である旧積水樹脂株式会社に

ついて記述する。 

  

昭和29年11月 商号をアドヘヤ紙工株式会社として大阪市北区宗是町１番地に本店、大阪市旭区生江町１丁目

116番地に本社事務所並びに大阪工場を設置、資本金400万円にて特殊接着剤を応用したアドヘヤ

封筒の製造販売開始 

昭和29年12月 商号をアドヘヤ化工株式会社と変更 

昭和37年５月 枚方工場開設 

昭和38年５月 商号を積水アドヘヤ工業株式会社と変更 

昭和43年５月 土浦工場開設 

昭和45年４月 アドヘヤ・サービス株式会社（現積水樹脂商事株式会社）設立 

昭和45年６月 商号を積水樹脂株式会社と変更 

昭和45年10月 株式額面変更のため大阪市旭区生江町１丁目116番地所在の積水樹脂株式会社（旧商号日新製鋼

株式会社）に吸収合併される 

昭和45年10月 東北ジスロン株式会社（現東北積水樹脂株式会社）設立 

昭和46年４月 大阪証券取引所市場第二部に上場 

昭和46年５月 滋賀工場開設 

昭和46年７月 株式会社ネヤガワ製作所（枚方積水樹脂株式会社）設立 

昭和47年４月 北陸積水工業株式会社（現エスジェイシーリアルティ株式会社）石川工場を譲り受け、当社石川

工場を開設 

昭和48年10月 東京証券取引所市場第二部に上場 

昭和49年１月 セキスイジュシＢ．Ｖ．設立 

昭和53年11月 大阪工場を枚方工場に移転吸収、同地に開発本部設置 

昭和57年１月 事業本部制を採用 

昭和61年９月 東京証券取引所並びに大阪証券取引所市場第一部に指定替え上場 

昭和62年６月 竜王工場開設 

昭和62年６月 積樹道路株式会社設立 

平成元年10月 営業母店制を採用し、支店の管轄下に営業所を配置 

平成２年１月 セキスイジュシアメリカ、Inc.設立 

平成２年４月 本部事業部制（小事業部制）を採用 

平成２年５月 つくば工場開設 

平成２年６月 中国ジスロン株式会社（現広島積水樹脂株式会社）設立 

平成２年10月 新研究所「Ｒ＆Ｄプラザ」並びに広島東城工場開設 

平成２年10月 キャップアイシステム株式会社（現積水樹脂キャップアイシステム株式会社）設立 

平成３年４月 デザインプラザ開設 

平成６年１月 東京本社開設 

平成６年２月 ポリカラー工業株式会社（現積水樹脂プラメタル株式会社）を買収 

平成７年７月 雪国製品研究所開設 

平成８年４月 滋賀工場及び竜王工場を合体して滋賀竜王工場、土浦工場及びつくば工場を合体して土浦つくば

工場に名称を変更 

平成９年４月 エスジェイシーインターナショナル株式会社（現積水樹脂インターナショナル株式会社）設立 

平成10年６月 北陸積水樹脂株式会社設立 

平成11年５月 土浦つくば積水樹脂株式会社設立 

平成11年６月 社内カンパニー制を採用、執行役員制の導入 

平成12年４月 滋賀竜王積水樹脂株式会社（現滋賀積水樹脂株式会社）設立 



平成14年１月 青島積水樹脂有限公司設立 

平成14年４月 社内カンパニー制を廃止し、事業本部制を採用 

平成16年６月 滋賀竜王工場を滋賀工場に名称変更 

平成16年９月 滋賀工場鏡製造所開設 

平成16年９月 枚方工場廃止 

平成16年12月 滋賀積水樹脂株式会社に枚方積水樹脂株式会社を吸収合併 

平成16年12月 サンエイポリマー株式会社の株式を取得 

平成17年９月 積樹道路株式会社が株式会社アール・シー・アイと合併し、アールシーアイ・セキジュ株式会社

に商号変更 



３【事業の内容】 

 当社及び当社の関係会社（当社、国内子会社35社、海外子会社11社、関連会社10社、その他の関係会社1社の58社（平成18年３

月31日現在）により構成）においては、道路・都市環境関連、住建生活・産業関連、その他の３部門に関係する事業を主として

行っており、各事業における当社及び当社の関係会社の位置付け等は次のとおりである。 

 なお、次の３部門は「第５ 経理の状況１．(1）連結財務諸表 注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一で

ある。 

  

（道路・都市環境関連事業） 

 当部門においては、防音壁材、道路標識、サイン・看板、路面標示材、電子システム関連製品、交通安全資材、太陽電池製

品、ソーラーモジュール、防護柵、高欄、公園資材、人工木材、照明灯、シェルター、人工芝等を製造・加工・販売及び工事施

工している。 

［主な関係会社］ 

（製造・加工・販売） 

東北積水樹脂株式会社、広島積水樹脂株式会社、三重積水樹脂株式会社、土浦つくば積水樹脂株式会社、滋賀積水樹脂株式

会社、宮崎積水樹脂株式会社、エスジェイシー成型株式会社、日本興業株式会社、オーミテック株式会社 

（工事施工・販売） 

エスジェイシー寿株式会社、広島ジスライン株式会社、ロードエンタープライズ株式会社、アールシーアイ・セキジュ株式

会社 

（販売） 

積水樹脂インターナショナル株式会社、積水樹脂商事株式会社 

（サービス・その他） 

エスジェイシーファイナンス株式会社、株式会社エスジェイシーテクノサービス、積水樹脂情報サービス株式会社、積水樹

脂アカウンティングサービス株式会社、積水樹脂ゼネラルクリエイト株式会社、積水樹脂物流株式会社、株式会社エスジェ

イシー設計、株式会社エスジェイシー技術サポート、株式会社積水樹脂デザインセンター、株式会社積水樹脂技術研究所 

  

（住建生活・産業関連事業） 

 当部門においては、メッシュフェンス、住宅部材、手摺関連製品、外構製品、装飾建材、アルミ樹脂複合板、店舗什器、物干

用品、家庭用はかり、ホース、長さ計測器、農業資材、施設園芸資材、梱包資機材、ストレッチフィルム、デジタルピッキング

システム等を製造・加工・販売している。 

［主な関係会社］ 

（製造・加工・販売） 

北陸積水樹脂株式会社、土浦つくば積水樹脂株式会社、滋賀積水樹脂株式会社、宮崎積水樹脂株式会社、エスジェイシー成

型株式会社、積水樹脂プラメタル株式会社、アドヘヤ産商株式会社、積水樹脂キャップアイシステム株式会社、サンエイポ

リマー株式会社、セキスイジュシB.V.、青島積水樹脂有限公司、サミュエル・セキスイジュシストラッピングLLC、日本興業

株式会社、スペーシア株式会社 

（販売） 

積水樹脂インターナショナル株式会社、積水樹脂商事株式会社 

（サービス・その他） 

エスジェイシーリアルティ株式会社、エスジェイシーファイナンス株式会社、株式会社エスジェイシーテクノサービス、積

水樹脂情報サービス株式会社、積水樹脂アカウンティングサービス株式会社、積水樹脂ゼネラルクリエイト株式会社、積水

樹脂物流株式会社、株式会社エスジェイシー技術サポート、株式会社積水樹脂デザインセンター、株式会社積水樹脂技術研

究所、セキスイジュシアメリカ,Inc. 

  

（その他事業） 

 当部門においては、損害保険代理業等を扱っている。 

［主な関係会社］積水樹脂商事株式会社 



（事業系統図） 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりである。 

  

 

  



４【関係会社の状況】 

      平成18年３月31日現在

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容

議決権の所有
(被所有)割合 

関係内容 
所有
割合 
(％) 

被所有
割合 
（％）

(連結子会社)   

エスジェイシーリア
ルティ㈱ 

大阪市 
北区 

100 住建生活・産業関連 100.0 －

当社への不動産の賃貸を
している。なお、当社よ
り資金援助を受けてい
る。 
役員の兼任    ４名 
(うち当社従業員 １名) 

積水樹脂商事㈱ 
大阪市 
中央区 

72 
道路・都市環境関連
住建生活・産業関連 
その他 

100.0 －

当社製品の販売及び保険
代理業務をしている。 
役員の兼任    ６名 
(うち当社従業員 ４名) 

積水樹脂インターナ
ショナル㈱ 
（注）４ 

大阪市 
北区 

50 
道路・都市環境関連
住建生活・産業関連 

100.0 －

主に当社商品・製品・原
材料の輸出入並びに、海
外子会社等の管理をして
いる。なお、当社より資
金援助を受けている。 
役員の兼任    ４名 
(うち当社従業員 １名) 

滋賀積水樹脂㈱ 
滋賀県 
蒲生郡 
竜王町 

50 
道路・都市環境関連
住建生活・産業関連 

100.0 －

当社製品の製造加工を委
託している。 
役員の兼任    ５名 
(うち当社従業員 １名) 

東北積水樹脂㈱ 
宮城県 
柴田郡 
柴田町 

40 道路・都市環境関連 100.0 －

当社製品の製造加工を委
託している。 
役員の兼任    ４名 
(うち当社従業員 １名) 

土浦つくば積水樹脂
㈱ 

茨城県 
土浦市 

40 
道路・都市環境関連
住建生活・産業関連 

100.0 －

当社製品の製造加工を委
託している。 
役員の兼任    ６名 
(うち当社従業員 ３名) 

北陸積水樹脂㈱ 
石川県 
能美市 

40 住建生活・産業関連 100.0 －

当社製品の製造加工を委
託している。 
役員の兼任    ５名 
(うち当社従業員 ３名) 

広島積水樹脂㈱ 
広島県 
庄原市 
  

10 道路・都市環境関連 100.0 －

当社製品の製造加工を委
託している。 
役員の兼任    ５名 
(うち当社従業員 ３名) 

セキスイジュシB.V. 
オランダ 
ルールモン
ド市 

千ユーロ 
4,344 

住建生活・産業関連 100.0 －

ヨーロッパにおける産業
資材の製造販売をしてい
る。 
役員の兼任    ５名 
(うち当社従業員 ２名) 

青島積水樹脂有限公
司 

中国 
山東省 

300 住建生活・産業関連 100.0 －

当社製品の製造加工を委
託している。なお、当社
より資金援助を受けてい
る。 
役員の兼任    ５名 
(うち当社従業員 ４名) 



 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数である。 

３．住所は、主要事業所の所在地を記載している。 

４．特定子会社に該当する。 

５．有価証券報告書を提出している。 

  

      平成18年３月31日現在

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容

議決権の所有割
合(被所有)割合 

関係内容 
所有
割合 
(％) 

被所有
割合 
（％）

セキスイジュシ 
アメリカ,Inc. 

アメリカ 
ジョージア
州 

千アメリカ 
ドル 
1,420 

住建生活・産業関連 100.0 －

米国における持株会社。
なお、当社より資金援助
を受けている。 
役員の兼任    ４名 
(うち当社従業員 １名) 

積水樹脂キャップア
イシステム㈱ 

東京都 
港区 

340 住建生活・産業関連
92.9
(1.2)

－

当社ピッキングシステム
の仕入及び販売をしてい
る。 
役員の兼任    ６名 
(うち当社従業員 ２名) 

積水樹脂プラメタル
㈱ 

長野県 
上伊那郡 
辰野町 

193 住建生活・産業関連
61.9
(0.3)

－

金属・樹脂複合板の製造
加工及び販売をしてい
る。 
役員の兼任    ６名 
(うち当社従業員 １名) 

サンエイポリマー㈱ 
山口県 
岩国市 

30 住建生活・産業関連 76.1 －

合成樹脂製品の製造及び
販売をしている。 
役員の兼任    ５名 
(うち当社従業員 ２名) 

その他   18社 ───  ────── － － ────── 

(持分法適用関連会
社) 

  

日本興業㈱ 
（注）５ 

香川県 
さぬき市 

2,019 道路・都市環境関連 22.8 －
建設資材の施工及び販売
をしている。 
役員の兼任    ２名 

スペーシア㈱ 
滋賀県 
湖南市 

490 住建生活・産業関連 50.0 －

システムパイプ部材の仕
入・販売をしている。 
役員の兼任    ４名 
(うち当社従業員 ２名) 

その他   2社 ───  ────── － － ────── 

(その他の関係会社)      

積水化学工業㈱ 
（注）５ 

大阪市 
北区 

100,002 住建生活・産業関連 － 24.3

住宅部材等の受託生産に
よる原材料、製品の売買
をしている。 
役員の兼任    １名 



５【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載している。 

  

(2)提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員数である。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。 

  

(3）労働組合の状況 

 当社グループ（当社及び連結子会社）には労働組合及びそれに類する団体は存在しないが、労使関係は安定している。 

  

  

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

道路・都市環境関連事業 ５７６（１００） 

住建生活・産業関連事業 ７７８（１７０） 

その他事業 ２（  －） 

全社（共通） ４７（  －） 

合計 １，４０３（２７０） 

    平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

３５７ ３８．４ １４．３ ６，２９７，８００ 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績の改善を背景に設備投資が増加するとともに、雇用や所得環境も改善傾

向にあり、景気は緩やかな回復基調をみせたものの、原材料価格の高騰や公共投資の低迷が続くなど、依然予断を許さない

状況で推移した。 

このような状況のもと、当社は、当期中に経営・事業体制の一層の強化をはかるべく、事業部・支店組織の大幅な再編成

を実施した。 

これにより、「道路・都市環境事業部門」では、公共事業の縮減など事業環境の大きな変化への対応や新規需要の開拓を

積極的に推進するとともに、「住建生活・産業事業部門」では、市場ニーズに合致した事業体制の再構築や事業のグローバ

ル化の強化を行った。 

さらに、時代のニーズにマッチした高付加価値製品のスピーディーな開発・上市に注力することにより他社製品との差別

化をはかり、競争力の強化に努めた。 

また、原材料価格高騰への対応を継続的に推進するとともに、全工場においてコスト削減を積極的に進め、当連結会計年

度の売上高は６０８億３千９百万円（前期比１．３％増）と増収となり、利益面においても営業利益は５１億１千９百万円

（前期比１．０％増）、経常利益は５１億８千３百万円（前期比６．７％増）と増益となった。当期純利益については、旧

枚方工場の土地売却益１２億９千７百万円を特別利益に計上し、「固定資産の減損に係る会計基準」適用による減損損失１

１億１千７百万円を計上した結果、２９億３千万円（前期比１．２％増）と前期を上回る成績を収めた。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

  

①道路・都市環境関連事業分野 

道路・交通環境関連製品：交通安全用品は、主力製品の「ポールコーン」（車線分離標）が製品の優秀性を高く評価され

るとともに欧州向け販売強化も功を奏し、順調な成績を収めたほか、ドライバーに道路情報を見やすく、スピーディーに

伝達する「オプトマーカー」等、太陽電池を使用した電子システム関連製品も品揃え効果とあいまって売上増となった。

一方、防音壁は新規開通高速道路の減少等の影響により大幅な売上減となった。 

街路・橋梁関連製品：主力製品の防護柵は、「景観ガイドライン」の施行に伴い、周辺の景観に配慮したデザインや優れ

た施工性が評価されるとともに、車両用防護柵の品揃え強化に努めた結果、大きく売上を伸ばした。また、弾性車止めも

民間商業施設の駐車場向けに採用されるなど、堅調な売上伸長をみせたが、高欄は新設橋梁物件減少の影響を受け、前期

を下回る成績となった。 

サイン・公園スポーツ施設関連製品：サイン製品は大手金融機関統合に伴うＣＩサインの取替需要や自動車メーカーの販

売店向けなどに売上を伸ばしたほか、耐久性に優れたリサイクル製品の人工木材「スーパーオレンジウッド」も大手建材

メーカー向けに好調な売上増を示した。また、人工芝は、衝撃吸収性に優れた「ドリームターフ」の新製品がプロサッ

カーチーム所有の練習グランドや学校のグランド等に採用されるなど好調裡に推移した。 

この結果、道路・都市環境関連事業分野の売上高は２５７億７千３百万円（前期比９.０％減）、営業利益は２５億２千３

百万円（前期比３.７％減）となった。 

  



②住建生活・産業関連事業 

住建関連製品：主力製品のメッシュフェンスは、東西生産体制の強化や品揃えの充実、全国販売組織のさらなる強化に努

めたほか、販売キャンペーン等の拡売策を実施したことにより、大幅な伸びを示した。 

また、目隠し塀製品も、近隣騒音対策やプライバシー保護という時代にマッチした機能をもつ製品として高い評価を受

け、売上は前期を大きく上回った。 

生活・建材関連製品：生活関連製品は、家具転倒防止ポール等の防災製品や押入れ・キッチン等の収納用品「スペースイ

ンテリア」が売上を伸ばしたほか、巻き取りやすいホースリール「アクアボックス」など消費者ニーズに対応した新製品

の上市もあいまって、堅調に推移した。一方、建材関連製品は、メタカラー建材が設計折込活動により売上伸長したもの

の、店舗専用什器は大口物件減少の影響により、前期を大きく下回る成績となった。 

また、アルミ樹脂複合板は、手摺パネル及び看板用パネルが好調な成績を収めたほか、仮設用防音パネルも建築工事の増

加に伴い売上増となった。 

産業・緑関連製品：主力製品の梱包用バンドは、紙管のない「コアレス」が環境問題に対する関心の高まりを背景に着実

に売上拡大するなど、全体的に順調に売上を伸ばした。また、環境にやさしいエアー緩衝機材「マルチパッドマシン・

フィルム」や操作性に優れたストレッチ包装機も民間設備投資の増加に伴い、好調に推移した。緑製品は、農業用支柱が

農家向け需要の減退により、売上は前期を下回った。 

デジタルピッキングシステム関連製品は、物流作業の効率化に貢献する小型アンサーキットの新製品が大手医療機器商社

の物流センターをはじめとする大口物件の受注により、大幅な売上増となった。 

この結果、住建生活・産業関連事業分野の売上高は３４７億３千万円（前期比１０.５％増）、営業利益は３５億１千２百

万円（前期比４.６％増）となった。 

  

③その他事業 

商事部門は、販路の拡大等の営業活動が功を奏し売上を伸ばしたが、保険手数料収入は前期を下回る売上となった。 

この結果、その他事業の売上高は３億３千５百万円（前期比１２.８％増）、営業利益は２千９百万円（前期比１０.１％

増）となった。 

  

(2)キャッシュ・フロー 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ３９億５百万

円増加（前期比３７．７％増）し、１４２億６千２百万円となった。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前期と比較して３億９千７百万円減少（前期比７．６％減）し、４８億４千

７百万円となった。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって得たキャッシュ・フローは、前期と比較して２９億５千８百万円増加し、４億５千２百万円（前期は、２

５億６百万円の資金の減少）となった。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用したキャッシュ・フローは、前期と比較して８億８千８百万円増加（前期比２２５．１％増）し、１２億８

千３百万円となった。 

  

なお、キャッシュ・フローの詳細は、第２［事業の状況］７［財政状態及び経営成績の分析］（1）［財政状態（キャッシュ・

フロー）］に記載のとおりである。 



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、次のとおりである。 

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

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2）受注状況 

 主として見込生産を行っており、受注生産は殆ど行っていない。 

  

(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、次のとおりである。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。 

２．主な販売先について、相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合が100分の10未満につき、記載を省略している。

３．上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

３【対処すべき課題】 

今後の経済情勢は、企業収益の改善や個人消費の増加に支えられた景気の回復が見込まれるものの、一方では原材料価

格高騰による収益の圧迫や長期金利の上昇による市場環境の変化等が懸念され、当社グループをとりまく経営環境は依然

先行き不透明な状況で推移するものと予想される。 

このような情勢の中、当社は業績のさらなる拡大をはかるべく、公共事業分野においては地域ごとの特色を反映させた

販売戦略の強化や、予算増加傾向にある「景観・安全・防災・維持補修」分野に販売力を特化する一方、新たな需要の開

拓にも積極的に取り組んでいく。 

また、開発部門においては、今後の時代のニーズに対応すべく「わかりやすい」、「使いやすい」をキーワードとする

高機能製品の開発を行うとともに、研究部門では既存コア技術の一層の強化を行うほか、専門性の高い大学や企業との共

同研究等により新規コア技術の早期確立に努めていく。 

積水樹脂グループの全員が利益マインドに徹した業務の推進をはかり、収益体質の強化を目指すとともに、企業の社会

的責任を経営の重要課題として取り組んでいくことにより、さらなる企業価値の向上に鋭意努めていく。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前期比（％） 

道路・都市環境関連事業 28,796 △3.1 

住建生活・産業関連事業 31,613 1.3 

その他事業 332 24.1 

合計 60,742 △0.7 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前期比（％） 

道路・都市環境関連事業 25,773 △9.0 

住建生活・産業関連事業 34,730 10.5 

その他事業 335 12.8 

合計 60,839 1.3 



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には、以下のようなものがある。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を把握した上で、その発生の回避及び発生し

た場合の迅速・的確な対応に努める方針である。 

 なお、文中における将来に関する事項は当連結会計年度末現在において、当社が判断したものである。 

  

(1)公共投資の縮減 

道路・都市環境関連事業においては、公共事業に供される製品の製造・販売を行っている。公共事業は縮減傾向にあるもの

の、「景観法」の制定による景観整備事業等、時代のニーズに即した事業に対しては、さらなる市場の拡大が見込めるの

で、その分野に特化した事業活動を進めていくが、今後さらに公共事業の大幅な縮減がなされた場合には当社グループの業

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がある。 

  

(2)原材料の市況・調達変動 

当社グループは、石油製品や鉄鋼等の原材料購入価格の低減及びその安定調達に注力しているが、原材料の市況変動をタイ

ムリーに製品価格に転嫁できない場合並びに急激な原材料の入手難により調達遅れが発生した場合、当社グループの業績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性がある。 

  

(3)海外事業活動 

当社グループの海外での事業活動には、予期しえない法律・規制・為替の変動、社会・政治的混乱、テロ並びに国際紛争の

勃発や流行性疾病の発生等のリスクが存在する。これらの事象が発現した場合、当社グループの海外での事業活動に悪影響

を与え、当社グループの業績や将来計画に影響を及ぼす可能性がある。 

  

(4)知的財産権 

当社グループは、開発された技術・製品を保護するために、特許等の知的財産権の確立を進めるほか、製品及び商品の製

造・販売に先立ち、第三者が保有する知的財産権を十分調査し、権利を侵害しないように努めている。しかし、予期しない

事情により当社グループと第三者との間で知的財産権に関する紛争が発生し、当社グループに不利な判断がなされた場合に

は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がある。 

  

(5)製造物責任 

当社グループは、製品の開発、生産にあたって安全性や品質に十分に配慮しているが、製品の予期しない欠陥によって、製

品回収や損害賠償につながる可能性がある。保険に加入し賠償に備えているものの、保険による補填ができない事態が発生

した場合、当社グループの業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性がある。 

  

(6)産業事故災害 

当社グループは事業活動全般において無事故、無災害に努めているが、当社グループの工場において、万が一産業事故災害

が発生した場合、自社の保有資産に対しては保険に加入することで備えているものの、被災地域への損害賠償や社会的信用

の失墜、生産活動の停止による機会損失及び顧客に対する補償等により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性がある。 

  

  



５【経営上の重要な契約等】 

 当社と積水化学工業株式会社との標章使用許諾に関する契約 

  

６【研究開発活動】 

当社グループの研究開発は、基礎研究部門と製品開発部門に分けられる。基礎研究部門は、株式会社積水樹脂技術研究所

に主体をおき、コア技術である複合成型の領域拡大や光触媒など新コア技術の早期創出を目指した研究開発を推進してい

る。 

製品開発部門は、各事業分野に所属するそれぞれの開発部門が株式会社積水樹脂デザインセンターなどと相互協力をはか

りながら、機能・コスト・施工・デザイン等、多角的な観点から新製品の開発を推進している。 

 当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は１７億７千５百万円であり、各事業別の研究目的、主要課題、研究

成果及び研究開発費は次のとおりである。なお、研究開発費については、株式会社積水樹脂技術研究所等で行っている基礎

研究等の各事業に配分できない費用６億６千４百万円が含まれている。 

  

（１）道路・都市環境関連事業 

道路・交通環境関連製品：防音壁は、防音性能を維持しコンパクト化した「薄型トンネル吸音内装板」を開発した。また、

沿道環境対策製品として設置の進む低層遮音壁において、中央分離帯部に設置する都市景観に配慮した「薄型両面低層遮音

壁」を開発した。 

交通安全製品は、「景観ガイドライン」の施行により増加するガードパイプに取付け可能で、景観に配慮した視線誘導標を

開発した。また、交通事故が増加する昼の交差点対策として、太陽電池を活用した２４時間発光可能な交通安全製品の品揃

えを強化した。 

ＬＥＤ電光表示板は、多彩な色彩表現で分かりやすい情報提供が可能なフルカラー情報板「マルチパタン２４Ｄ」を上市し

たほか、自発光表示板「オプトマーカーⅢ」の品揃え充実をはかった。 

街路・橋梁関連製品：「景観ガイドライン」の追い風を受け、車両用防護柵の開発に注力したほか、地球環境にやさしい太

陽電池製品として、ソーラーライトシリーズの汎用品やハイブリット照明灯の開発を推進した。また、民間集合住宅をター

ゲットとした自転車置場シリーズを上市した。 

サイン・公園スポーツ施設関連製品：人工芝は、ロングパイル人工芝のハイグレード製品であるＰＴタイプに続き汎用製品

のＭＳタイプを上市した。また、人工木材は、木質樹脂アルミ複合材「角型テンダーウッド」を開発した。サイン製品は、

大手クライアント向けのサインを開発したほか、アルミ樹脂複合板を使用した店舗外装リニューアル製品の「プラメタル

カットシステム」等、汎用製品の開発強化をはかった。 

当事業に係る研究開発費は５億３千７百万円である。 

  

（２）住建生活・産業関連事業 

住建関連製品：メッシュフェンスは社会的ニーズの高い防犯外構製品に、新に忍び返しタイプを開発し、品揃えを強化し

た。めかくし塀は、スチール製ルーバー形状通風タイプのめかくし塀Ｖ型を上市し、施工性、意匠性、通風性に優れながら

もプライバシー保護機能を兼ね備えた製品として好評を得ている。また、地球温暖化抑制の気運が高まる中、緑化フェンス

シリーズを上市した。 

生活・建材関連製品：生活用品は、簡単施工・高意匠性を切り口に、ものほし「らくくみ」シリーズ、つっぱりポール「瞬

着」シリーズ、散水ホース「アクアボックス」シリーズを上市した。建材製品は、「メタカラー」ステンレスシリーズの品

揃えを強化し、さらに手摺関連では介護改修市場へ向けて、ベンチ付き手摺を上市した。また、壁面材製品は意匠性及び利

便性に優れた機能面材「ウォールプラス」や「ウォールオン」の用途拡大を目的に、品揃えを強化した。アルミ樹脂複合板

は、建築用資材への用途拡大として、不燃性能にすぐれた複合板を上市した。 

産業・緑関連製品：梱包用バンドは、競争力強化を目的に品質向上に努めたほか、帯掛対応製品については、帯電防止機能

のある専用テープを開発した。緑製品では長尺ビニールハウス向け巻上げパイプとして「パイラインストロング」を上市し

た。 

当事業に係る研究開発費は５億７千３百万円である。 

  

７【財政状態及び経営成績の分析】 

  ①契約の内容 積水化学工業株式会社の所有する一定の標章（商標を含む）の使用許諾を受ける。 

  ②期間 昭和55年４月１日より３ヶ年間。 

但し、上記契約は期間満了に伴い更新された。期間満了後特別の事情のない限り、さらに

３年継続し、以後この例による。 

  ③対価 年額１千８百万円 



（1）財政状態 

（流動資産） 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、５０５億８千４百万円(前連結会計年度末は４８５億３千１百万円)となり、

２０億５千３百万円増加した。増加の主なものは現金及び預金の増加（前期比３９億５百万円増）並びに、売掛債権の増加

(前期比５億４千万円増)である。 

現金及び預金については、当期の利益計上に加えて旧枚方工場の土地売却収入等によるものであり、売掛債権については下

期の売上高増加によるものである。 

  

（固定資産） 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、３１２億５千１百万円(前連結会計年度末は３１８億９千１百万円)となり、

６億４千万円減少した。減少の主なものは有形固定資産における土地の減少(前期比９億１千４百万円減)、並びに建物及び

構築物の減少(前期比８億９千６百万円減)であり、その減少要因は減損損失の計上に加えて旧枚方工場の土地売却によるも

のである。 

  

（流動負債） 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、３１３億５千２百万円(前連結会計年度末は２７７億６千１百万円)となり、

３５億９千万円増加した。増加の主なものは短期借入金の増加(前期比４５億１百万円増)であり、その増加要因は長期借入

金の返済期限が１年以内に到達することに伴い、短期借入金に振替たことによるものである。 

  

（固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債の残高は、４９億５千９百万円(前連結会計年度末は９９億５千６百万円)となり、４９

億９千７百万円減少した。減少の主なものは長期借入金の減少(前期比５０億円減)でありその減少要因は長期借入金から短

期借入金への振替によるものである。 

  

（資本） 

当連結会計年度末における資本の残高は、４４５億９千４百万円(前連結会計年度末は４１７億３千８百万円)となり、２８

億５千６百万円増加した。増加の主なものは利益剰余金の増加(前期比２２億９千５百万円増)とその他有価証券評価差額金

の増加(前期比６億２千７百万円増)である。 

  

（キャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ３９億５百

万円増加（前期比３７．７％増）し、１４２億６千２百万円となった。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前期と比較して３億９千７百万円減少（前期比７．

６％減）し、４８億４千７百万円となった。 

これは、税金等調整前当期純利益５２億７千６百万円に加え、資金流出を伴わない減損損失１１億１千７百万円及び減価償

却費１９億８百万円等による増加要因の一方、法人税等の支払いを行なったことが主な要因である。 



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動によって得たキャッシュ・フローは、前期と比較して２９億５千８百万円増加し、４億５

千２百万円（前期は、２５億６百万円の資金の減少）となった。 

これは、有形固定資産の取得に伴う減少要因があったものの、一方で有形固定資産の売却（旧枚方工場跡地）や投資有価証

券の売却等を行なったことが主な要因である。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動に使用したキャッシュ・フローは、前期と比較して８億８千８百万円増加（前期比２２

５．１％増）し、１２億８千３百万円となった。 

これは、借入金の返済及び配当金の支払い等を行ったことが主な要因である。 

  

（2）経営成績 

当連結会計年度のわが国経済は、企業業績の改善を背景に設備投資が増加するとともに、雇用や所得環境も改善傾向にあ

り、景気は緩やかな回復基調をみせたものの、原材料価格の高騰や公共投資の低迷が続くなど、依然予断を許さない状況で

推移した。 

このような状況のもと当社は、当期中に経営・事業体制の一層の強化をはかるべく、事業部・支店組織の大幅な再編成を

実施し、時代のニーズにマッチした高付加価値製品のスピーディーな開発・上市に注力することにより他社製品との差別化

をはかり、競争力の強化に努めた。 

また、前年度に引き続き、原材料価格高騰への対応を継続的に推進したこと等により、売上高は608億３千９百万円（前期

比７億７千７百万円増）と増収となった。 

利益面については、売上高が増加したことと、販売費及び一般管理費の減少等により、営業利益は51億１千９百万円（前

期比５千１百万円増）となり、経常利益においても営業利益の増加並びに持分法による投資利益の改善等により51億８千３

百万円（前期比３億２千７百万円増）と増益となった。 

また、当期純利益についても、旧枚方工場土地売却益12億９千７百万円を計上し、減損損失として11億１千７百万円を計

上した結果、29億３千万円（前期比３千３百万円増）と前期を上回る成績を収めた。 

  



第３【設備の状況】 

  

１【設備投資等の概要】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）では、「成長分野への経営資源の集中」を基本的戦略とするとともに、生産体制の合理

化、コストの削減、新製品の研究開発と上市等に注力し、当連結会計年度は全体で１５億２千１百万円（有形固定資産分のみ）

の設備投資を実施した。 

 道路・都市環境関連事業においては、当社において、スーパーオレンジウッド生産設備の増設を中心に４億９千６百万円の設

備投資を実施した。 

 住建生活・産業関連事業においては、当社において、メッシュパネル生産ラインの更新を中心に１０億２千４百万円の設備投

資を実施した。 

 所要資金についてはいずれの投資も自己資金を充当し、新たな社債の発行等のファイナンスは行わなかった。 

 また、前連結会計年度に行った関西地区の生産拠点の集約・生産体制の合理化に伴い、当連結会計年度に当社旧枚方工場（住

建生活・産業関連事業）の土地（13千㎡、簿価28百万円）を売却した。 

  

２【主要な設備の状況】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりである。 

(1)提出会社 

  

      平成18年３月31日現在

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数 
(人) 

建物及
び構築
物 

機械装
置及び
運搬具 

土地
(面積千㎡)

その他 合計 

土浦つくば工場 
土浦製造所 

(茨城県土浦市) 

道路・都市環
境関連事業 

路面標示材 
生産設備 

289 43 67 
(34) 

13 414 
1
< 9> 
<[ 7]>

土浦つくば工場 
つくば製造所 

(茨城県牛久市) 

住建生活・産
業関連事業 

メッシュフェ
ンス等生産設
備 

661 409 1,241 
(56) 

94 2,407 
<33>
<[ 5]>

滋賀工場 
滋賀製造所 

(滋賀県蒲生郡竜王町) 

道路・都市環
境関連事業 

道路・都市環
境資材等生産
設備 

1,102 1,160 1,342 
(131) 

153 3,759 
3
<91> 
<[36]>

滋賀工場 
竜王製造所 

(滋賀県蒲生郡竜王町) 

道路・都市環
境関連事業並
びに住建生
活・産業関連
事業 

道路・都市環
境資材等生産
設備並びに住
建資材等生産
設備 

884 581 981 
(69) 

126 2,573 
<44>
<[ 8]>

滋賀工場 
鏡製造所 

(滋賀県蒲生郡竜王町) 

住建生活・産
業関連事業 

装飾建材・長
さ測定器等生
産設備 

553 117 1,156 
(59) 

41 1,868 
<26>
<[20]>

石川工場 
(石川県能美市) 
（注）２ 

住建生活・産
業関連事業 

梱包・農業資
材等生産設備 

41 612 － 74 728 
1
<72> 
<[35]>

広島東城工場 
(広島県庄原市) 

道路・都市環
境関連事業 

路面標示材等
生産設備 

211 105 540 
(64) 

16 874 
1
<23> 
<[ 4]>



(2)国内子会社 

  

(3)在外子会社 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品並びに建設仮勘定の合計である。なお、金額には消費税等は含まれていな

い。 

２．エスジェイシーリアルティ㈱の帳簿価額には、当社石川工場に貸与中の土地193百万円（74千㎡）、建物及び構築物936

百万円及び非連結子会社関東積水樹脂㈱に貸与中の土地71百万円（4千㎡）、建物88百万円が含まれている。 

３．現在休止中の主要な設備はない。 

４．従業員数の〈 〉は、子会社へ生産委託をしているため子会社での従業員数を外書している。 

５．従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書している。 

        平成18年３月31日現在

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数 
(人) 

建物及
び構築
物 

機械装
置及び
運搬具 

土地
(面積千㎡)

その他 合計 

積水樹脂プラ
メタル㈱ 

本社 
（長野県上伊
那郡辰野町） 

住建生活・産
業関連事業 

建装資材等
生産設備 

573 682 373 
(24)

26 1,655 
84
[14]

エスジェイシ
ーリアルテ 
ィ㈱ 

本社 
(大阪市北区) 

住建生活・産
業関連事業 

梱包・農業
資材等 
施設設備 

1,025 － 264 
(78)

0 1,290 
1
[－]

        平成17年12月31日現在

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数 
(人) 

建物及
び構築
物 

機械装
置及び
運搬具 

土地
(面積千㎡)

その他 合計 

セキスイジュ
シB.V. 

本社 
（オランダル
ールモンド
市） 

住建生活・産
業関連事業 

梱包資材
生産設備 

204 576 111 
(31)

20 912 
46
[－]



３【設備の新設、除却等の計画】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）の設備投資計画については、事業の種類別セグメントごとに投資効率等を勘案して、総

合的に策定している。 

 当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、増設、改修に係る投資予定金額は、４７億２千万円であるが、その所要資

金については、自己資金により賄う予定である。 

 重要な設備の増設の計画は以下のとおりであり、重要な影響を及ぼす新設、除却の計画はない。 

  

(1)増設 

  

 （注）上記金額には、消費税等は含まれていない。 

  

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容

投資予定金額 着手及び完了予定

総額
(百万円) 

既支払額
(百万円) 

着手 完了 

  
積水樹脂㈱ 
土浦つくば工場 
つくば製造所 

  
  
茨城県牛久市 

住建生活・産
業関連事業 

 建物 942 32
平成17年 
12月 

平成18年
５月 



第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

（注）当期末後、提出日までに株式消却は行っていない。 

  

②【発行済株式】 

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 128,380,000 

計 128,380,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年６月30日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 47,313,598 47,313,598

東京証券取引所
（市場第一部） 
大阪証券取引所 
（市場第一部） 

－ 

計 47,313,598 47,313,598 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。 

（平成14年６月27日定時株主総会決議） 

  

  
事業年度末現在

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 310 282

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 310,000 282,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 431 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年７月１日
至 平成19年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   431
資本組入額   216 

同左 

新株予約権の行使の条件 

・権利行使時においても当
社並びに当社子会社の取
締役、監査役、相談役、
顧問、執行役員またはそ
の他の使用人であること
を要する。但し、退職後
に引き続き関係会社の取
締役、監査役、相談役、
顧問、執行役員またはそ
の他の使用人の地位を継
続的に保有する場合に
は、退職日より１年以内
に限り権利を行使でき
る。 
・その他の条件について
は、取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の
割当を受けた者との間で
締結した新株予約権割当
契約に定めるものとす
る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡をするに
は取締役会の承認を要す
る。 

同左 



（平成16年６月29日定時株主総会決議） 

  

  
事業年度末現在

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 897 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 897,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 716 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年７月１日
至 平成21年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   716
資本組入額   358 

同左 

新株予約権の行使の条件 

・権利行使時においても当
社並びに当社子会社の取
締役、監査役、相談役、
顧問、執行役員またはそ
の他の使用人であること
を要する。但し、退職後
に引き続き関連会社の取
締役、監査役、相談役、
顧問、執行役員またはそ
の他の使用人の地位を継
続的に保有する場合に
は、退職日より１年以内
に限り権利を行使でき
る。 
・その他の条件について
は、取締役会決議に基づ
き、当社と新株予約権の
割当を受けた者との間で
締結した新株予約権割当
契約に定めるものとす
る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡をするに
は取締役会の承認を要す
る。 

同左 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注） 上記の減少は、利益による自己株式の消却によるものである。 

  

(4）【所有者別状況】 

 （注） 自己株式1,309,521株は、「個人その他」に1,309単元、「単元未満株式の状況」に521株含まれている。 

  

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円）

平成13年４月１日～ 
平成14年３月31日 

△320 47,313 － 12,334 － 13,119

        平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満株
式の状況 
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等
個人その他 計 

個人以外 個人

株主数（人） － 48 22 267 74 1 2,913 3,325 － 

所有株式数 
（単元） 

－ 12,224 244 18,804 5,681 2 9,987 46,942 371,598

所有株式数の
割合（％） 

－ 26.04 0.52 40.06 12.10 0.00 21.28 100.00 － 



(5）【大株主の状況】 

（注）上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株

式数は、すべて信託業務に係るものである。 

  

    平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満二丁目４番４号 11,070 23.40 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 4,217 8.91 

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,934 4.09 

第一生命保険相互会社 東京都中央区晴海一丁目８番12号 1,333 2.82 

積水樹脂株式会社 大阪市北区西天満二丁目４番４号 1,309 2.77 

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目１番88号 991 2.10 

資産管理サービス信託銀行株
式会社（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 969 2.05 

クレディエットバンクエスエ
イルクセンブルジョワーズシ
リウスファンドジャパンオパ
チュニティズサブファンド 
（常任代理人 株式会社みず
ほコーポレート銀行兜町証券
決済業務室） 

43 BOULEVARD ROYAL L-2955 
LUXEMBOURG 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

900 1.90 

樹栄会持株会 大阪市北区西天満二丁目４番４号 606 1.28 

シービーエヌワイデイエフエ
イインターナショナルキャッ
プバリューポートフォリオ 
（常任代理人 シティバン
ク・エヌ・エイ東京支店） 

1299 OCEAN AVENUE,11F,SANTA MONICA,CA 
90401 USA 
（東京都品川区東品川二丁目３番14号） 

588 1.24 

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目７番３号 565 1.20 

計 － 24,484 51.75 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

    平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,309,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 45,633,000 45,633 － 

単元未満株式 普通株式  371,598 － － 

発行済株式総数 47,313,598 － － 

総株主の議決権 － 45,633 － 

    平成18年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

積水樹脂株式会社 
大阪市北区西天満
二丁目４番４号 

1,309,000 － 1,309,000 2.77 

計 － 1,309,000 － 1,309,000 2.77 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、ストックオプション制度を採用している。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づ

き、新株予約権を発行する方法によるものである。 

  

（平成14年６月27日定時株主総会決議） 

 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、以下のとおり新株予約権を発行することについて、平成14年６

月27日の定時株主総会において特別決議されたものである。 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる

調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整

の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

２．新株予約権１個当たりの払込金額は、１株当たりの払込金額に新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数を

乗じた金額とする。１株当たりの払込金額は、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（旧商法第210条ノ２第２項第３号に定める権利の行使及

び新株予約権の行使による場合を含まない。）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げるものとする。 

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

３．権利付与日以降、付与対象者の退職及び権利行使により、提出日の属する月の前月末現在の付与対象者の人数及び株式

の数は76名、212,000株となっている。 

決議年月日 平成14年６月27日

付与対象者の区分及び人数 
当社並びに当社子会社の取締役、執行役員及びその他の使用人 
276名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数 同上（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 同上（注）２

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

  
調整後払込金額＝調整前払込金額 × 

１   

  分割・併合の比率   

    
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

  
調整後払込金額＝調整前払込金額 × 

１株当たりの時価 

  既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



（平成16年６月29日定時株主総会決議） 

 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、以下のとおり新株予約権を発行することについて、平成16年６

月29日の定時株主総会において特別決議されたものである。 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調

整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の

結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

２．新株予約権１個当たりの払込金額は、１株当たりの払込金額に新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数を

乗じた金額とする。１株当たりの払込金額は、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（旧商法第210条ノ２第２項第３号に定める権利の行使及

び新株予約権の行使による場合を含まない。）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げるものとする。 

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

３．権利付与日以降、付与対象者の退職により、提出日の属する月の前月末現在の付与対象者の人数及び株式の数は305名、

881,000株となっている。 

  

  

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数 
当社並びに当社子会社の取締役、執行役員及びその他の使用人 
313名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数 同上（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 同上（注）２

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

  
調整後払込金額＝調整前払込金額 × 

１   

  分割・併合の比率   

    
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

  
調整後払込金額＝調整前払込金額 × 

１株当たりの時価 

  既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類】普通株式 

イ【定時総会決議による買受けの状況】 

 該当事項はない。 

  

ロ【子会社からの買受けの状況】 

 該当事項はない。 

  

ハ【取締役会決議による買受けの状況】 

  

ニ【取得自己株式の処理状況】 

 該当事項はない。 

  

ホ【自己株式の保有状況】 

（注）上記株式数には提出日の属する月にストックオプションの権利行使により譲渡された自己株式数は控除されていない。 

  

  平成18年６月29日現在

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会での決議状況 
（平成17年８月３日決議） 

320,000 243,200,000 

前決議期間における取得自己株式 320,000 243,200,000 

残存決議株式数及び価額の総額 0 0 

未行使割合（％） 0 0 

  平成18年６月29日現在

区分 株式数（株）

保有自己株式数 1,188,000 



②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はない。 

  

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はない。 

  

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はない。 

  

３【配当政策】 

当社は企業体質強化をはかりながら、株主の皆様への利益還元を充実させていくことを経営の最重点課題と考えており、安

定的な配当を継続するとともに、事業展開の節目には記念配当を実施してきた。また、今後についても業績によって配当を前

向きに検討する。 

内部留保金の使途については、将来における株主の利益拡大のために世界を視野にした展開を含めた新たな成長につながる

戦略投資への充当などに投入していく。さらに、今後とも自己株式取得の実施により、資本効率を改善させ、長期的な株主利

益の増進をはかるよう努める。 

なお、当期の配当金については、株主の支援に応えるべく、配当性向等も勘案し、当初予定の普通配当６円に特別配当３円

を加え、合計９円とした。これにより年間配当金は１株につき15円となった。 

 （注） 当期の中間配当に関する取締役会決議日  平成17年11月８日 

  

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

回次 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） 550 433 600 748 1,010 

最低（円） 330 313 370 494 660 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 911 923 981 989 1,010 1,002 

最低（円） 853 859 885 909 939 941 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

代表取締役 

社長 
  福井 彌一郎 昭和21年11月10日生 

昭和40年３月 当社入社 

平成８年７月 当社総務人事部長（兼）東京総

務部長 

平成９年６月 当社取締役就任 

平成11年６月 当社常務取締役就任 

平成12年６月 アースサービス株式会社（現エ

スジェイシーファイナンス株式

会社）代表取締役社長就任（現

在） 

平成13年６月 当社専務取締役就任 

平成14年１月 ジスロンマレーシアSDN.BHD. 

代表取締役社長就任（現在） 

平成14年６月 当社取締役副社長就任 

平成15年６月 当社代表取締役社長就任（現

在） 

平成18年６月 セキスイジュシB.V.代表取締役

会長就任(現在) 

平成18年６月 セキスイジュシアメリカ,Inc．

代表取締役会長就任(現在) 

平成18年６月 フェニックスインターナショナ

ルエンタープライズLtd.代表取

締役会長就任（現在） 

平成18年６月 エスエスオーエムジーホールデ

ィングLtd.代表取締役会長就任

（現在） 

48 

専務取締役 

Ｒ＆Ｄ(研究・

開発)担当 

住建生活・産業

事業本部長

（兼）同事業本

部ＣＳ推進室長 

山中 稔 昭和21年12月８日生 

昭和45年４月 積水化学工業株式会社入社 

平成９年10月 当社入社 

平成11年12月 当社執行役員技術・研究部門担

当、キーテクノロジー研究所長

（兼）生産技術部長 

平成12年６月 当社取締役就任 

平成13年６月 当社常務取締役就任 

平成15年６月 当社専務取締役就任（現在） 

27 

常務取締役 
生産部門担当 

滋賀工場長 
寺野 康次 昭和20年10月20日生 

昭和38年３月 当社入社 

平成12年６月 当社執行役員滋賀竜王工場長 

平成13年６月 当社取締役就任 

平成14年６月 株式会社エスジェイシー設計代

表取締役会長就任（現在） 

平成15年６月 当社常務取締役就任（現在） 

平成16年６月 滋賀積水樹脂株式会社代表取締

役社長就任（現在） 

29 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

常務取締役 

総務部・人事

部・ビジネスサ

ポート部担当 

経営企画情報室

長 

田路  豊 昭和23年７月19日生 

昭和41年３月 当社入社 

平成12年５月 積水樹脂情報サービス株式会社

代表取締役社長就任（現在） 

平成14年４月 当社執行役員経営企画情報室長

(兼)ビジネスサポート部長 

平成14年11月 積水樹脂物流株式会社代表取締

役社長就任（現在） 

平成15年６月 当社取締役就任 

平成16年６月 積水樹脂ゼネラルクリエイト株

式会社代表取締役社長就任（現

在） 

平成18年６月 当社常務取締役就任（現在） 

19 

取締役   近藤 力 昭和５年９月４日生 

昭和38年６月 近藤化学工業株式会社設立 

代表取締役社長就任（現在） 

昭和48年５月 明豊化工材有限会社代表取締役

社長就任（現在） 

昭和59年１月 リッキー化工材株式会社代表取

締役社長就任（現在） 

平成２年８月 八大マンズ株式会社代表取締役

社長就任（現在） 

平成13年６月 当社取締役就任（現在） 

17 

取締役   稲富 泰典 昭和15年10月28日生 

昭和34年３月 当社入社 

平成５年１月 当社建設資材事業本部生産総括

部長 

平成５年６月 当社取締役就任 

平成６年３月 ポリカラー工業株式会社（現積

水樹脂プラメタル株式会社）代

表取締役社長就任（現在） 

平成７年６月 当社常務取締役就任 

平成10年６月 当社取締役就任（現在） 

27 

取締役 経理部長 阿賀田 幸太郎 昭和21年７月６日生 

昭和45年３月 当社入社 

平成11年６月 当社執行役員経理部長 

平成11年10月 積水樹脂アカウンティングサー

ビス株式会社代表取締役社長就

任（現在） 

平成14年６月 当社取締役就任（現在） 

平成15年４月 PT セキスイジュシインドネシ

ア代表取締役社長就任（現在） 

18 

取締役 

道路・都市環境

事業本部長

（兼）同事業本

部ＣＳ推進室長 

武田  均 昭和24年12月17日生 

昭和49年３月 当社入社 

平成13年５月 関東積水樹脂株式会社代表取締

役会長就任（現在） 

平成15年６月 当社常務執行役員道路・都市環

境事業本部副本部長 

平成16年６月 当社取締役就任（現在） 

平成17年６月 廊坊安全玻璃制品有限公司董事

長就任（現在） 

平成18年６月 鹿児島積水樹脂株式会社代表取

締役社長就任（現在） 

11 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

取締役 技術研究所長 西尾 是伸 昭和26年12月20日生 

昭和49年４月 積水化学工業株式会社入社 

平成11年４月 当社入社 

平成14年10月 株式会社積水樹脂技術研究所代

表取締役社長就任（現在） 

平成16年４月 当社執行役員技術研究所長

（兼）生産技術部長、ソーラー

オプトプロジェクト担当 

平成16年６月 当社取締役就任（現在） 

10 

取締役 

住建生活・産業

事業本部副本部

長（兼）同事業

本部産業・緑事

業部長（兼）国

際事業部長 

西村 猛史 昭和32年９月16日生 

昭和55年４月 当社入社 

平成16年６月 積水樹脂インターナショナル株

式会社代表取締役社長（現在） 

平成17年１月 セキスイジュシアメリカ,Inc.

代表取締役社長就任（現在） 

平成17年４月 無錫信諾積水樹脂有限公司董長

事長就任（現在） 

平成17年６月 当社執行役員住建生活・産業事

業本部副本部長（兼）同事業本

部産業・緑事業部長（兼）国際

事業部長 

平成17年６月 セキスイジュシB.V.代表取締役

社長就任（現在） 

平成17年６月 青島積水樹脂新包材有限公司董

事長就任（現在） 

平成17年６月 SJCランドサービスCorp.代表取

締役会長就任（現在） 

平成18年１月 サミュエル・セキスイジュシス

トラッピングLLC代表取締役社

長就任（現在） 

平成18年６月 当社取締役就任（現在） 

14 

常勤監査役   武宮 千城 昭和18年１月20日生 

昭和40年４月 当社入社 

平成２年４月 当社建設資材事業本部道路事業

部長 

平成３年６月 当社取締役就任 

平成６年６月 当社常務取締役就任 

平成11年６月 当社専務取締役就任 

平成13年６月 当社取締役就任 

平成14年６月 当社常任顧問 

平成15年６月 当社常勤監査役就任（現在） 

22 

常勤監査役   原  正義 昭和20年８月22日生 

昭和39年３月 当社入社 

平成14年６月 当社執行役員監査室長 

平成15年６月 当社常勤監査役就任（現在） 

15 

監査役   高井 正志 昭和22年９月26日生 

昭和45年４月 積水化学工業株式会社入社 

平成16年６月 同社常勤監査役就任（現在） 

平成18年６月 当社監査役就任（現在） 

- 



 （注）１．取締役近藤力氏は、社外取締役である。 

２．監査役高井正志、増井克吉の両氏は、社外監査役である。 

３．当社では、取締役会が決定した方針に基づき、適確かつ迅速な行動を起こすために執行役員制を導入している。 

執行役員は、上記取締役のうち福井彌一郎、山中稔、寺野康次、田路豊、阿賀田幸太郎、武田均、西尾是伸、西村猛史

の各氏のほか、取締役会により選任された以下の10名である。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

監査役   増井 克吉 昭和７年７月17日生 

昭和30年４月 太洋物産株式会社（東洋棉花株

式会社と合併、現株式会社トー

メン）入社 

平成16年９月 消費者機構日本副理事長（現

在） 

平成10年６月 当社監査役就任（現在） 

14 

計 271

執行役員の地位 氏名 職名

専務執行役員 岡田 和男 スペーシア株式会社代表取締役社長

常務執行役員 石田  明 購買部担当、住建生活・産業事業本部副本部長 

常務執行役員 伊藤  潤 生産技術部長

常務執行役員 渡邊 宣明 
道路・都市環境事業本部副本部長（兼）同事業本部街路・橋梁
事業部長 

執行役員 磯本 真治 道路・都市環境事業本部関東支店長

執行役員 中野 輝雄 滋賀工場副工場長、青島積水樹脂有限公司総経理 

執行役員 森脇 昭史 
道路・都市環境事業本部副本部長（兼）同事業本部道路・交通
環境事業部長 

執行役員 山本 西夫 道路・都市環境事業本部中四国支店長

執行役員 浜田  潤 
住建生活・産業事業本部副本部長（兼）同事業本部生活・建材
事業部長 

執行役員 藤田  諭 滋賀工場副工場長（兼）滋賀製造所長



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（1）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、グローバル化が進む経営環境に対応するためには効率的な経営が必要であり、そのための経営の透明性向上、

意思決定の迅速化を進めるにはコーポレートガバナンスの確立が重要であると認識している。 

  

（2）コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況 

① 会社の機関の内容 

当社の取締役会については、少人数で構成し、経営に関する迅速な意思決定をはかるとともに、取締役会が決定した方

針に基づき、適確かつ迅速な業務執行を行うべく執行役員制を導入している。 

さらに、取締役の経営責任の明確化をはかるため、取締役の任期を１年としているほか、取締役会における監督機能の

強化と意思決定の客観化をはかるため、社外取締役１名を選任している。 

その他、当社と主要グループ会社は定期的に「関係会社社長会」を開催し、グループ企業の業務執行につき審議し、経

営判断の適正化をはかっている。 

監査体制としては、当社は監査役制度を採用しており、透明性の高い公正な経営管理を行うべく監査役４名中２名は社

外監査役を選任している。 

② 内部監査及び監査役監査の状況 

当社は内部監査部門に監査室を設定している。構成員は３名であり、当社及び当社子会社への会計監査及び内部統制シ

ステムを中心とした業務監査を行っている。監査結果はその都度、代表取締役及び監査役へ報告している。 

監査役監査について、取締役会には監査役全員が、経営戦略会議には常勤監査役２名が出席し、必要に応じて意見を述

べるなど、意思決定の適法性を確保するとともに、常勤監査役を中心として随時適切な監査を行っている。定期的に開催

される監査役会では監査結果等について報告・意見交換がなされている。 

さらに会計監査人が実施した定期的な会計監査の説明を受けて情報交換を行うほか、常勤監査役は会計監査人が実施す

る各事業所への監査に立会うなど、会計監査人と連携・協調をはかり、監査の充実に努めている。 

③ 会計監査の状況 

当社は会計監査人として、大手前監査法人と監査契約を締結している。業務を執行した公認会計士の氏名等は以下のと

おりであり、監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、会計士補３名、その他１名によって構成されている。 

④ 社外取締役及び社外監査役との関係 

当社には社外取締役１名と社外監査役２名がおり、社外取締役である近藤 力氏は、近藤化学工業株式会社の代表取締

役社長を兼務しており、当社は同社より原材料を購入している。 

また、社外監査役２名のうち、高井正志氏は、積水化学工業株式会社の監査役を兼務しており、同社は当社の議決権を

２４.２６％保有している。 

 その他の人的・利害関係はない。 

  

（3）役員の報酬、監査報酬について 

当期において、当社の取締役及び監査役に支払った報酬は、取締役１０名に対し１億１千５百万円、監査役４名に対し

２千８百万円である。この報酬金額には、使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額（賞与を含む）４千１百万円は含

まれていない。なお、利益処分による賞与支給額は取締役に対し５千５百万円、監査役に対し５百万円である。 

当社の監査法人である大手前監査法人に対する報酬額は、公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬が２

千８百万円である。 

  業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人 継続監査年数 

  指定社員 業務執行社員 大橋 博 大手前監査法人 １７年 

  指定社員 業務執行社員 古谷 一郎 大手前監査法人 ９年 



第５【経理の状況】 

  

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結

財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 ただし、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書きにより、改正

前の連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

  

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表

等規則」という。）に基づいて作成している。 

 ただし、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の

財務諸表等規則に基づいて作成している。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）及び当連

結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成16年４月１日から平成17

年３月31日まで）及び当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表について、大手前監査法人によ

り監査を受けている。 

  

  



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   10,357 14,262 

２．受取手形及び売掛金   25,124 25,664 

３．有価証券   209 － 

４．たな卸資産   7,150 6,358 

５．繰延税金資産   620 557 

６．その他   5,176 3,854 

貸倒引当金   △105 △112 

流動資産合計   48,531 60.3 50,584 61.8

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産 ＊1,2   

１．建物及び構築物   7,733 6,836 

２．機械装置及び運搬具   4,525 5,092 

３．工具器具備品   715 749 

４．土地   8,260 7,346 

５．建設仮勘定   506 69 

有形固定資産合計   21,740 27.0 20,094 24.5

(2）無形固定資産   266 0.4 225 0.3

(3）投資その他の資産    

１．投資有価証券 ＊3  6,534 8,064 

２．繰延税金資産   1,845 1,379 

３．その他 ＊3  1,766 1,774 

貸倒引当金   △262 △286 

投資その他の資産合計   9,884 12.3 10,931 13.4

固定資産合計   31,891 39.7 31,251 38.2

資産合計   80,423 100.0 81,835 100.0

     



   
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金   16,040 15,780 

２．短期借入金   4,711 9,213 

３．未払金   1,332 1,354 

４．未払法人税等   1,719 1,545 

５．賞与引当金   906 858 

６．その他   3,050 2,599 

流動負債合計   27,761 34.5 31,352 38.3

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   5,004 3 

２．退職給付引当金   4,330 4,248 

３．役員退職慰労引当金   449 505 

４．その他 ＊6  172 201 

固定負債合計   9,956 12.4 4,959 6.1

負債合計   37,717 46.9 36,311 44.4

     

（少数株主持分）    

少数株主持分   967 1.2 930 1.1

     



  

  

   
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ＊7  12,334 15.3 12,334 15.1

Ⅱ 資本剰余金   13,127 16.3 13,120 16.0

Ⅲ 利益剰余金   16,209 20.2 18,504 22.6

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  849 1.1 1,477 1.8

Ⅴ 為替換算調整勘定   △252 △0.3 △176 △0.2

Ⅵ 自己株式 ＊8  △529 △0.7 △665 △0.8

資本合計   41,738 51.9 44,594 54.5

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  80,423 100.0 81,835 100.0

     



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   60,061 100.0 60,839 100.0

Ⅱ 売上原価   42,218 70.3 43,302 71.2

売上総利益   17,842 29.7 17,536 28.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊1,2  12,775 21.3 12,416 20.4

営業利益   5,067 8.4 5,119 8.4

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  92 77  

２．受取配当金  134 85  

３．受取賃貸料  77 －  

４．持分法による投資利益  － 106  

５．雑益  144 448 0.8 182 452 0.7

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  251 259  

２．固定資産賃貸費用  82 －  

３．雑損  325 660 1.1 129 389 0.6

経常利益   4,856 8.1 5,183 8.5

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ＊3 － 1,298  

２．投資有価証券売却益  397 397 0.6 － 1,298 2.2

Ⅶ 特別損失    

１．減損損失 ＊4 － 1,117  

２．固定資産売却及び除却
損 

＊5 147 147 0.2 87 1,205 2.0

     



  

  

   
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

税金等調整前当期純利
益 

  5,105 8.5 5,276 8.7

法人税、住民税及び事
業税 

 1,997 2,042  

法人税等調整額  50 2,047 3.4 133 2,175 3.6

少数株主利益   160 0.3 169 0.3

当期純利益   2,897 4.8 2,930 4.8

     



③【連結剰余金計算書】 

  

  

   
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  13,121 13,127 

Ⅱ 資本剰余金増加高  

自己株式処分差益  5 5 － － 

Ⅲ 資本剰余金減少高  

自己株式処分差損  － － 6 6 

Ⅳ 資本剰余金期末残高  13,127 13,120 

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  13,824 16,209 

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  2,897 2,930

２．連結子会社増加に伴う
剰余金増加高 

 103 3,001 42 2,972 

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．配当金  547 597

２．役員賞与  69 616 79 677 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  16,209 18,504 

   



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 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   5,105 5,276 

減価償却費   1,948 1,908 

減損損失   － 1,117 

固定資産売却益   － △1,298 

賞与引当金の増加額又は減少額（△）   94 △65 

退職給付引当金の減少額   △200 △100 

役員退職慰労引当金の増加額又は減少額
（△） 

  △22 56 

貸倒引当金の増加額   9 31 

為替差益   △3 △21 

持分法による投資利益（△）又は持分法
による投資損失 

  59 △106 

受取利息及び受取配当金   △227 △163 

支払利息   251 259 

売上債権の増加額   △200 △423 

たな卸資産の増加額（△）又は減少額   △1,323 258 

資産及び負債の増減額   374 88 

仕入債務の増加額   1,460 188 

役員賞与の支払額   △69 △79 

その他   37 178 

小計   7,295 7,105 

利息及び配当金の受取額   225 164 

利息の支払額   △250 △256 

特別退職金の支払額   △142 － 

法人税等の支払額   △1,882 △2,165 

営業活動によるキャッシュ・フロー   5,244 4,847 



  

  

  次へ 

    
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入   275 205 

有形固定資産の取得による支出   △2,797 △1,529 

有形固定資産の売却による収入   46 1,492 

無形固定資産の取得による支出   △42 △17 

投資有価証券の取得による支出   △2 △417 

投資有価証券の売却による収入   40 734 

出資金払込みによる支出   △50 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による支出 

  △139 － 

連結子会社株式の追加取得による支出   － △120 

短期貸付金の純減少額   144 18 

長期貸付金の回収による収入   18 12 

その他   0 74 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △2,506 452 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純減少額   △72 △525 

自己株式の取得による支出   △16 △265 

自己株式の売却による収入   252 122 

配当金の支払額   △546 △596 

少数株主への配当金の支払額   △13 △19 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △394 △1,283 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △4 17 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   2,339 4,034 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   7,824 10,357 

Ⅶ 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物
の増加額 

  193 4 

Ⅷ 連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物
の減少額 

  － △132 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高   10,357 14,262 



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16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数     32社 (1)連結子会社の数     32社 

主要な連結子会社名は、「第１．企業の概況 

４．関係会社の状況」に記載しているため省略し

た。なお、青島積水樹脂有限公司は重要性が増加

したことにより、サンエイポリマー㈱は株式を取

得したことにより当連結会計年度から連結子会社

に含めている。また、滋賀積水樹脂㈱は枚方積水

樹脂㈱を吸収合併した。 

主要な連結子会社名は、「第１．企業の概況 

４．関係会社の状況」に記載しているため省略し

た。なお、オーミテック㈱は重要性が増加したこ

とにより当連結会計年度から連結子会社に含めて

いる。また、前連結会計年度において連結子会社

であった積樹道路㈱は㈱アール・シー・アイとの

合併（合併後アールシーアイ・セキジュ㈱に商号

変更）に伴い、当連結会計年度より連結の範囲か

ら除外している。 

(2)主要な非連結子会社の名称等 (2)主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 オーミテック㈱、サミット

ストラッピングCorp. 

主要な非連結子会社 サミットストラッピング

Corp. 

（連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、

合計の総資産額、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

ぼさないので連結範囲から除外している。 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用の関連会社 (1)持分法適用の関連会社 

日本興業㈱、スペーシア㈱、サミュエル・セキス

イジュシストラッピングＬＬＣ 

日本興業㈱、スペーシア㈱、サミュエル・セキス

イジュシストラッピングＬＬＣ、アールシーア

イ・セキジュ㈱ 

  なお、アールシーアイ・セキジュ㈱は、積樹道路

㈱との合併に伴い、当連結会計年度より持分法適

用の関連会社に含めている。 

(2)持分法を適用していない非連結子会社（オーミテ

ック㈱、サミットストラッピング Corp.他）及び

関連会社（広島セキエイ㈱他）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、持分法の対象から除いても連

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

ら除外している。 

(2)持分法を適用していない非連結子会社（サミット

ストラッピング Corp.他）及び関連会社（広島セ

キエイ㈱他）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、

持分法の対象から除いても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いる。 

(3)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異

なる会社については、当該会社の事業年度に係る

財務諸表を使用している。 

(3)         同左 



前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうちセキスイジュシB.V.、セキスイジ

ュシアメリカ,Inc.、三重積水樹脂㈱、エスジェイ

シー寿㈱、広島ジスライン㈱、積水樹脂アカウンテ

ィングサービス㈱、積水樹脂ゼネラルクリエイト

㈱、㈱エスジェイシー技術サポート、㈱積水樹脂技

術研究所、積樹道路㈱、ロードエンタープライズ

㈱、青島積水樹脂有限公司及びサンエイポリマー㈱

の決算日は12月31日であり、連結財務諸表作成に当

たっては、12月31日現在の決算財務諸表を使用して

いるが、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行うことにしている。 

また、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連

結決算日と同一である。 

連結子会社のうちセキスイジュシB.V.、セキスイジ

ュシアメリカ,Inc.、三重積水樹脂㈱、エスジェイ

シー寿㈱、広島ジスライン㈱、積水樹脂アカウンテ

ィングサービス㈱、積水樹脂ゼネラルクリエイト

㈱、㈱エスジェイシー技術サポート、㈱積水樹脂技

術研究所、ロードエンタープライズ㈱、青島積水樹

脂有限公司及びサンエイポリマー㈱の決算日は12月

31日であり、連結財務諸表作成に当たっては、12月

31日現在の決算財務諸表を使用しているが、連結決

算日との間に生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行うことにしている。 

また、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連

結決算日と同一である。 

４．会計処理基準に関する事項 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 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 ①有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定している。） 

同左 

時価のないもの 時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 同左 

②デリバティブ…時価法 ②デリバティブ…  同左 

③たな卸資産……月別移動平均法に基づく原価法 ③たな卸資産……  同左 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産…当社及び国内連結子会社は主とし

て定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については、定額

法）を採用しているが、海外連結

子会社は定額法を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りである。 

①有形固定資産…  同左 

建物及び構築物   ３～47年 

機械装置及び運搬具 ４～13年 

  

②無形固定資産…定額法を採用している。なお、自

社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

（５年）に基づいている。 

②無形固定資産…  同左 



前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金……当社及び国内連結子会社は、債権

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計

上しており、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

上している。また、海外連結子会

社は、債権の回収可能性を個別に

検討し、回収不能見込額を計上し

ている。 

①貸倒引当金……同左 

②賞与引当金……従業員の賞与支給に備えるため、

当期間に対応する支給見積額を計

上している。 

②賞与引当金……同左 

③退職給付引当金…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

に基づき計上している。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

（５年）による定額法により費用

処理している。 

数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平

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按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理している。 

③退職給付引当金…同左 

④役員退職慰労引当金…役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上している。 

④役員退職慰労引当金…同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 (4）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準じた会計処理によって

いる。 

同左 



  

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によっている。 

なお、振当処理の要件を満たしている為替予約等

については振当処理によっている。 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替予約取

引、通貨オプション取引） 

・ヘッジ手段…同左 

・ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務、外貨建予定

取引 

・ヘッジ対象…同左 

③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

為替変動によるリスクを軽減する目的で、当該取

引高の範囲内において利用する。 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の時価変動額の累計額とヘッジ対象の

時価変動額の累計額を比較して有効性の判定を行

っている。 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (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について 消費税等の会計処理について 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方

式によっている。 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

全面時価評価法を採用している。 同左 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 ６．連結調整勘定の償却に関する事項 

５年間の均等償却を行っている。 同左 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 ７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成

している。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

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る。 

同左 



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 

  

表示方法の変更 

  

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── (固定資産の減損に係る会計基準) 

   当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会

計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月

31日）を適用している。これにより経常利益は21百

万円増加し、税金等調整前当期純利益は1,096百万

円減少している。 

   なお、減損損失累計額については、改正後の連結

財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除し

ている。 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（連結貸借対照表）   

１．前連結会計年度において区分掲記していた「受取手

形」（当連結会計年度１２，０５５百万円）及び

「売掛金」（当連結会計年度１３，０６８百万円）

は、当連結会計年度より「受取手形及び売掛金」に

表示科目を統合している。 

────── 

    

２．前連結会計年度において区分掲記していた「支払手

形」（当連結会計年度７，０９１百万円）及び「買

掛金」（当連結会計年度８，９４８百万円）は、当

連結会計年度より「支払手形及び買掛金」に表示科

目を統合している。 

  

    

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

１．前連結会計年度において営業外収益の「雑益」に含

めて表示していた「受取賃貸料」（前連結会計年度

３４百万円）は、営業外収益の１００分の１０を超

えたため、区分掲記している。 

  

１．前連結会計年度において区分掲記していた「受取賃

貸料」（当連結会計年度６百万円）は、営業外収益

合計の１００分の１０以下となったため、当連結会

計年度より営業外収益の「雑益」に含めて表示して

いる。 

  

２．前連結会計年度において営業外費用の「雑損」に含

めて表示していた「固定資産賃貸費用」（前連結会

計年度４１百万円）は、営業外費用の１００分の１

０を超えたため、区分掲記している。 

２．前連結会計年度において区分掲記していた「固定資

産賃貸費用」（当連結会計年度１２百万円）は、営

業外費用合計の１００分の１０以下となったため、

当連結会計年度より営業外費用の「雑損」に含めて

表示している。 



追加情報 

  

  

  次へ 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算

書上の表示方法） 

────── 

 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成16年2月13日）が公表さ

れたことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告に

基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割96百万円を

販売費及び一般管理費として計上している。 

  



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

番号 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

  
＊１ 

  
有形固定資産の減価償却累計額 34,486百万円 有形固定資産の減価償却累計額 34,980百万円

＊２ 建物及び構築物、機械装置及び運搬具及び工具器具

備品の取得価額から、それぞれ次の圧縮記帳額が控

除されている。 

建物及び構築物、機械装置及び運搬具及び工具器具

備品の取得価額から、それぞれ次の圧縮記帳額が控

除されている。 

  
  
建物及び構築物 68百万円

機械装置 26 

車両運搬具 0 

工具器具備品 1 

計 97 

建物及び構築物 68百万円

機械装置 26 

車両運搬具 0 

工具器具備品 1 

計 97 

＊３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りである。 

非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りである。 

  
  
投資有価証券（株式） 1,838百万円

その他（出資金） 599 

投資有価証券（株式） 1,935百万円

その他（出資金） 650 

 ４ 保証債務 保証債務 

  金融機関からの借入債務に対する保証 金融機関からの借入債務に対する保証 

  
  
（持分法非適用関連会社）   

無錫信諾積水樹脂有限公司 27百万円

（持分法非適用関連会社）   

無錫信諾積水樹脂有限公司 35百万円

  
 ５ 

  
受取手形裏書譲渡高 10百万円 受取手形裏書譲渡高 37百万円

＊６ 連結調整勘定65百万円を含んでいる。 連結調整勘定99百万円を含んでいる。 

＊７ 当社の発行済株式総数は普通株式47,313,598株であ

る。 

当社の発行済株式総数は普通株式47,313,598株であ

る。 

＊８ 連結会社及び持分法を適用した関連会社が保有する

連結財務諸表提出会社の株式の数は、普通株式

1,317,840株である。 

連結会社及び持分法を適用した関連会社が保有する

連結財務諸表提出会社の株式の数は、普通株式 

1,377,447株である。 



（連結損益計算書関係） 

番号 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

＊１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりである。 

販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりである。 

  
  
運賃 2,673百万円

貸倒引当金繰入額 71 

従業員給料手当 2,292 

賞与引当金繰入額 494 

退職給付引当金繰入額 20 

役員退職慰労引当金繰入額 57 

開発試験研究費 1,855 

運賃 2,843百万円

貸倒引当金繰入額 48 

従業員給料手当 2,337 

賞与引当金繰入額 525 

退職給付引当金繰入額 119 

役員退職慰労引当金繰入額 56 

開発試験研究費 1,775 

  
＊２ 

  
一般管理費に含まれる研究開発費 1,855百万円 一般管理費に含まれる研究開発費 1,775百万円

＊３ ────── 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 

    土地 1,297百万円

車両運搬具他 1 

＊４ ────── 減損損失 

    当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産について減損損失を計上している。 

    用途 
  

場所 
  

種類 
  

減損損失 

(百万円) 

遊休 

資産 

鹿児島県 

鹿児島市 

土地 624 

北海道 

三笠市 

土地、 

建物他 

244 

広島県 

庄原市 

土地 90 

宮崎県 

宮崎市 

土地、 

建物他 

60 

宮崎県 

都城市 

土地 40 

茨城県 

土浦市 

土地、 

建物他 

33 

宮城県 

柴田郡 

柴田町 

土地 24 

    当社グループは、管理会計上で収支を把握している

事業部単位をグルーピングの単位としている。ただ

し、将来の使用が見込まれていない遊休資産につい

ては、個別の資産グループとして取り扱っている。

その結果、上記の資産について、市場価格の著しい

下落が認められたため、当該資産の帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額1,117百万円を減

損損失として特別損失に計上した。その内訳は、土

地884百万円、建物他233百万円である。 

なお、当該資産の回収可能価額は、土地については

主として固定資産税評価額、建物他については主と

して税法基準に基づく残存価額を正味売却価額とし

て算定している。 



  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

番号 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

＊５ 固定資産売却及び除却損の内訳は次のとおりであ

る。 

固定資産売却及び除却損の内訳は次のとおりであ

る。 

  
  

  (除却損) (売却損) 

建物 12百万円 －百万円

構築物 7 － 

機械装置 50 1 

工具器具備品 63 3 

車両運搬具他 7 2 

  (除却損) (売却損) 

建物 2百万円 －百万円

構築物 0 － 

機械装置 56 0 

工具器具備品 13 0 

車両運搬具他 12 1 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

現金及び現金同等物の期末残高と、連結貸借対照表

に記載されている現金及び預金勘定の残高とは一致

している。 

同左 

２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

────── 

株式の取得により新たにサンエイポリマー㈱を連結

したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並

びに株式の取得価格と取得のための支出（純額）と

の関係は次のとおりである。 

  

  
流動資産 1,161百万円

固定資産 384 

流動負債 △416 

固定負債 △16 

連結調整勘定 △112 

少数株主持分 △445 

株式の取得価格 554 

現金及び現金同等物 △415 

差引：株式取得のための支出 139 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
  

  
取得価額相
当額 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高相
当額 
(百万円) 

機械装置及び
運搬具 

36 26 9

工具器具備品 268 36 232

合計 304 63 241

取得価額相
当額 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高相
当額 
(百万円) 

機械装置及び
運搬具 

9 6 3 

工具器具備品 262 111 150 

合計 271 117 153 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定している。 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定している。 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年以内 90百万円

１年超 151 

合計 241 

１年以内 84百万円

１年超 69 

合計 153 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定してい

る。 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定してい

る。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
  

支払リース料 135百万円

減価償却費相当額 135 

支払リース料 88百万円

減価償却費相当額 88 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。 

同左 



（有価証券関係） 

Ⅰ 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17年３月31日現在） 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年３月31日現在） 

その他有価証券 

  

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成17年３月31日現在） 

  

    
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）

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

① 株式 1,769 3,170 1,400 

② 債券 

国債・地方債等 200 204 4 

社債 10 10 0 

その他 － － － 

③ その他 5 7 2 

小計 1,984 3,392 1,407 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

① 株式 58 55 △3 

② 債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 8 7 △0 

その他 － － － 

③ その他 － － － 

小計 66 63 △3 

合計 2,051 3,455 1,404 

  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） 

  766 397 4 

  非上場株式（店頭売買株式除く） 1,282百万円  

        （単位：百万円）

      １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 

  ① 債券   

  国債・地方債等   204 － － 

  社債   4 12 － 

  その他   － － － 

  ② その他   － 7 － 

  合計   209 20 － 



Ⅱ 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18年３月31日現在） 

（注）当連結会計年度において、株式１銘柄１百万円の減損処理を行っている。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30％～

50％程度下落した場合には、個別銘柄ごとに回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行なうこととし

ている。 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日現在） 

その他有価証券 

  

    
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）

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

① 株式 2,214 4,663 2,449 

② 債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 10 10 0 

その他 － － － 

③ その他 5 11 6 

小計 2,229 4,686 2,456 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

① 株式 14 14 △0 

② 債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 3 2 △0 

その他 － － － 

③ その他 － － － 

小計 17 17 △0 

合計 2,247 4,703 2,455 

  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） 

  21 6 － 

  非上場株式 1,283百万円  

  投資事業有限責任組合への出資 141百万円  



４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成18年３月31日現在） 

  

  

  次へ 

        （単位：百万円）

      １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 

  ① 債券   

  国債・地方債等   － － － 

  社債   － 13 － 

  その他   － － － 

  ② その他   － 11 － 

  合計   － 25 － 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．取引の内容・取組方針・利用目的 １．取引の内容・取組方針・利用目的 

当グループは、輸出入取引に係る為替変動のリスク

を軽減するため、原則として当該取引高の範囲内に

おいて為替予約取引を利用している。また、一部の

海外子会社では、通貨オプション取引で予約相場に

一定の幅を有する先物為替予約を行っている。これ

らについては相場変動による市場リスクはあるが、

いずれも変動要因の固定化を計る方針でデリバティ

ブ取引を行っている。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っている。 

同左 

①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、振

当処理の要件を満たしている為替予約等については

振当処理によっている。 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替予約取引、

通貨オプション取引） 

・ヘッジ手段…同左 

・ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務、外貨建予定取

引 

・ヘッジ対象…同左 

③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

為替変動によるリスクを軽減する目的で、当該取引

高の範囲内において利用する。 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の時価変動額の累計額とヘッジ対象の時

価変動額の累計額を比較して有効性の判定を行って

いる。 

同左 



  

２．取引の時価等に関する事項 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．取引に係るリスクの内容 ２．取引に係るリスクの内容 

為替予約及び通貨オプション取引を行う契約先はい

ずれも信用度の高い銀行であるため、相手方の契約

不履行によるリスクはほとんどないと認識してい

る。 

主な利用会社としては、積水樹脂㈱、積水樹脂イン

ターナショナル㈱、セキスイジュシB.V.である。 

同左 

３．取引に係るリスク管理体制 ３．取引に係るリスク管理体制 

為替予約取引及び通貨オプション取引は、輸出入業

務を担当する部門で行っており、各社管理部門が予

約実施状況の管理をしている。取引の実施状況につ

いては各社管理部門担当役員に報告している。な

お、予約契約額及び想定元本残高が30百万円超（邦

貨換算）のものについては、当社管理部門担当役員

に報告している。 

同左 

前連結会計年度
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日） 

開示すべき取引残高がないため、記載していない。な

お、ヘッジ会計が適用されているものについては、注記

の対象から除いている。 

同左 



（退職給付関係） 

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、確定給付型の制度として企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けている。また、従業

員の退職等に際して割増退職金を支払う場合がある。 

 なお、一部の連結子会社において適格退職年金制度を採用している。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

  

  

３．退職給付費用に関する事項 

  

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

イ．退職給付債務（百万円） △7,859 △7,983 

ロ．年金資産（百万円） 3,549 4,361 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）（百万円） △4,310 △3,622 

ニ．未認識数理計算上の差異（百万円） 551 △197 

ホ．未認識過去勤務債務（債務の減額） 
（百万円） 

△571 △428 

ヘ．連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ) 
（百万円） 

△4,330 △4,248 

ト．前払年金費用（百万円） － － 

チ．退職給付引当金（ヘ－ト）（百万円） △4,330 △4,248 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日） 

（注）子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便

法を採用している。 

  （注）         同左           

  前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

イ．勤務費用（百万円） 233 234 

ロ．利息費用（百万円） 166 171 

ハ．期待運用収益（百万円） △122 △124 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 70 89 

ホ．過去勤務債務の費用処理額（百万円） △216 △142 

へ．退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 
（百万円） 

130 228 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日） 

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「イ．勤務費用」に計上している。 

  （注）         同左           



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

ロ．割引率（％） 2.3 同左 

ハ．期待運用収益率（％） 3.5 同左 

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 ５年（発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法による。） 

同左 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 10年（各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による定

額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費

用処理している。） 

同左 



（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 （注） 前連結会計年度及び当連結会計年度における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いる。 

  

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 

  

  

前連結会計年度
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日） 

  
（繰延税金資産）  

退職給付引当金損金算入限度超過額 1,732百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 368 

関係会社株式評価損 312 

繰越欠損金 208 

役員退職慰労引当金否認額 182 

未払事業税否認 143 

貸倒引当金損金算入限度超過額 101 

未実現利益に係る一時差異 99 

固定資産評価損 79 

たな卸資産評価損 62 

ゴルフ会員権評価損 53 

その他 125 

繰延税金資産小計 3,467 

評価性引当額 △264 

繰延税金資産合計 3,202 

    

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △579 

固定資産圧縮積立金 △118 

特別償却準備金 △74 

債権債務の相殺消去により減額修正さ
れた貸倒引当金 

△21 

その他 △47 

繰延税金負債合計 △841 

    

繰延税金資産の純額 2,361 

（繰延税金資産）  

退職給付引当金損金算入限度超過額 1,713百万円

減損損失 445 

賞与引当金損金算入限度超過額 353 

関係会社株式評価損 301 

役員退職慰労引当金否認額 205 

未払事業税否認 131 

貸倒引当金損金算入限度超過額 128 

繰越欠損金 124 

未実現利益に係る一時差異 95 

ゴルフ会員権評価損 51 

その他 155 

繰延税金資産小計 3,706 

評価性引当額 △330 

繰延税金資産合計 3,375 

    

    

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △1,001 

固定資産圧縮積立金 △402 

特別償却準備金 △67 

債権債務の相殺消去により減額修正さ
れた貸倒引当金 

△19 

その他 △47 

繰延税金負債合計 △1,538 

    

繰延税金資産の純額 1,836 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日現在） 
  

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

  流動資産－繰延税金資産 620百万円  流動資産－繰延税金資産 557百万円

  固定資産－繰延税金資産 1,845 〃   固定資産－繰延税金資産 1,379 〃 

  流動負債－繰延税金負債 － 〃   流動負債－繰延税金負債 － 〃 

  固定負債－その他（繰延税金負債） △104 〃   固定負債－その他（繰延税金負債） △100 〃 

前連結会計年度
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日） 

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

の間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注

記を省略している。 

同左 



（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16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１．事業区分は内部管理上の区分によっている。 

２．各事業区分に属する主要な製品は次のとおり。 

(1)道路・都市環境関連事業… 防音壁材、道路標識、サイン・看板、路面標示材、電子システム関連製品、交通安全資

材、太陽電池製品、ソーラーモジュール、防護柵、高欄、公園資材、人工木材、照明灯、

シェルター、人工芝等 

(2)住建生活・産業関連事業… メッシュフェンス、住宅部材、手摺関連製品、外構製品、装飾建材、アルミ樹脂複合板、

店舗什器、物干用品、家庭用はかり、ホース、長さ計測器、農業資材、施設園芸資材、梱

包資機材、ストレッチフィルム、デジタルピッキングシステム等 

(3)その他事業…………………損害保険代理業他 

３．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の金額は935百万円である。その主なものは、当社の販売

費・一般管理費及び開発試験研究費の一部である。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,633百万円である。その主なものは、当社での余資運用資

金（有価証券等）、長期投資資金（投資有価証券等）及び当社管理部門に係る資産等である。 

５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却額が含まれている。 

  

  
道路・都市
環境関連事
業(百万円) 

住建生活・
産業関連事
業(百万円) 

その他事業
(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 28,329 31,435 297 60,061 － 60,061

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 158 22 180 (180) －

計 28,329 31,593 319 60,242 (180) 60,061

営業費用 25,709 28,237 292 54,238 755 54,993

営業利益 2,619 3,356 27 6,003 (935) 5,067

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本
的支出 

  

資産 34,065 40,601 121 74,789 5,633 80,423

減価償却費 797 1,147 3 1,948 － 1,948

資本的支出 778 2,170 1 2,950 － 2,950



当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分は内部管理上の区分によっている。 

２．各事業区分に属する主要な製品は次のとおり。 

(1)道路・都市環境関連事業… 防音壁材、道路標識、サイン・看板、路面標示材、電子システム関連製品、交通安全資

材、太陽電池製品、ソーラーモジュール、防護柵、高欄、公園資材、人工木材、照明灯、

シェルター、人工芝等 

(2)住建生活・産業関連事業… メッシュフェンス、住宅部材、手摺関連製品、外構製品、装飾建材、アルミ樹脂複合板、

店舗什器、物干用品、家庭用はかり、ホース、長さ計測器、農業資材、施設園芸資材、梱

包資機材、ストレッチフィルム、デジタルピッキングシステム等 

(3)その他事業…………………損害保険代理業他 

３．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の金額は946百万円である。その主なものは、当社の販売

費・一般管理費及び開発試験研究費の一部である。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,028百万円である。その主なものは、当社での長期投資資

金（投資有価証券等）及び当社管理部門に係る資産等である。 

５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却額が含まれている。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を越えて

いるため、所在地別セグメント情報の記載を省略している。 

  

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を越えて

いるため、所在地別セグメント情報の記載を省略している。 

  

  
道路・都市
環境関連事
業(百万円) 

住建生活・
産業関連事
業(百万円) 

その他事業
(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 25,773 34,730 335 60,839 － 60,839

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 157 18 175 (175) －

計 25,773 34,888 353 61,014 (175) 60,839

営業費用 23,249 31,375 323 54,948 771 55,719

営業利益 2,523 3,512 29 6,066 (946) 5,119

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損
失及び資本的支出 

  

資産 31,760 41,725 321 73,807 8,028 81,835

減価償却費 720 1,184 3 1,908 － 1,908

減損損失 1,101 15 － 1,117 － 1,117

資本的支出 501 1,036 2 1,540 － 1,540



【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１．国又は、地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

２．ヨーロッパに属する主な国又は地域は、イギリス・フランスである。 

３．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る。 

  

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略している。 

  

  

  ヨーロッパ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,799 358 2,158 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 60,061 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 3.0 0.6 3.6 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 重要性がないため、記載していない。 

  

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 重要性がないため、記載していない。 

  



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

  

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 905円74銭

１株当たり当期純利益 61円68銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 61円25銭

１株当たり純資産額 968円99銭

１株当たり当期純利益 62円00銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 61円52銭

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 2,897 2,930 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 78 82 

（うち役員賞与） (78) (82) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,819 2,847 

期中平均株式数（千株） 45,711 45,934 

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（百万円） － △0 

（うち支払利息(税額相当額控除後)） (－) (－) 

普通株式増加数（千株） 313 355 

（うち転換社債） (  －) (  －) 

（うち新株予約権） ( 256) ( 347) 

（うち自己株式譲渡方式によるストッ

クオプション） 
(  56) (  7) 

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 

新株予約権１種類（新株予約権の

数897個）。なお、当該新株予約

権の詳細については、「第４提出

会社の状況、１株式等の状況、

(2)新株予約権等の状況」に記載

のとおりである。 

────── 



⑤【連結附属明細表】 

【借入金等明細表】 

 （注）１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載している。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はない。 

  

区分 
前期末残高
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 4,710 4,212 0.6 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 0 5,000 0.7 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 5,004 3 4.8
平成19年9月20日

～ 
平成26年3月20日 

合計 9,716 9,217 － － 

    
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内
（百万円） 

３年超４年以内
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

  長期借入金 0 0 0 0 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   9,017 13,094 

２．受取手形 ＊1  10,448 9,305 

３．売掛金 ＊1  11,897 12,898 

４．有価証券   209 － 

５．商品   202 147 

６．製品   3,127 2,863 

７．原材料   1,180 1,125 

８．仕掛品   326 352 

９．貯蔵品   254 151 

10．繰延税金資産   424 354 

11．関係会社短期貸付金   1,534 1,824 

12．未収入金 ＊1  2,211 1,455 

13．その他   634 257 

貸倒引当金   △58 △57 

流動資産合計   41,409 57.4 43,772 59.1

Ⅱ 固定資産    

(1)有形固定資産 ＊2   

１．建物  12,345 11,479  

減価償却累計額  7,504 4,840 7,324 4,155 

２．構築物  2,263 2,185  

減価償却累計額  1,644 618 1,671 513 

３．機械及び装置  15,161 15,561  

減価償却累計額  12,303 2,857 12,483 3,077 

４．車両運搬具  491 486  

減価償却累計額  390 101 390 96 

     



   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

５．工具器具備品  5,441 5,406  

減価償却累計額  4,843 598 4,837 568 

６．土地   6,999 6,143 

７．建設仮勘定   41 54 

有形固定資産合計   16,057 22.2 14,609 19.8

(2)無形固定資産    

１．特許権   8 4 

２．借地権   53 53 

３．商標権   0 0 

４．実用新案権   0 － 

５．意匠権   0 0 

６．ソフトウェア   87 69 

７．その他   42 42 

無形固定資産合計   192 0.3 170 0.2

(3) 投資その他の資産    

１．投資有価証券   4,343 5,669 

２．関係会社株式   5,136 5,315 

３．関係会社出資金   407 507 

４．関係会社長期貸付金   1,559 1,556 

５．従業員長期貸付金   30 27 

６．保証金・敷金   469 451 

７．更生債権等 ＊5  72 94 

８．長期前払費用   3 0 

９．繰延税金資産   2,478 1,958 

10．その他   230 187 

貸倒引当金   △258 △278 

投資その他の資産合計   14,472 20.1 15,489 20.9

固定資産合計   30,721 42.6 30,269 40.9

資産合計   72,131 100.0 74,041 100.0

     



   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ＊1  5,246 5,075 

２．買掛金 ＊1  8,565 8,953 

３．一年以内に返済予定の
長期借入金 

  0 5,000 

４．未払金 ＊1  1,851 1,801 

５．未払消費税等   176 197 

６．未払法人税等   1,438 1,282 

７．未払費用   221 203 

８．預り金 ＊1  1,988 1,691 

９．預り保証金   1,395 1,355 

10．賞与引当金   440 397 

流動負債合計   21,324 29.6 25,960 35.1

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   5,004 3 

２．退職給付引当金   4,052 3,916 

３．役員退職慰労引当金   426 479 

固定負債合計   9,483 13.1 4,398 5.9

負債合計   30,808 42.7 30,359 41.0

     



  

  

   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ＊4  12,334 17.1 12,334 16.7

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  13,119 13,119  

２．その他資本剰余金    

(1) 自己株式処分差益  7 0  

資本剰余金合計   13,127 18.2 13,120 17.7

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  957 957  

２．任意積立金    

(1) 固定資産圧縮積立金  174 168  

(2) 特別償却準備金  1 0  

(3) 別途積立金  8,500 8,500  

３．当期未処分利益  5,884 7,776  

利益剰余金合計   15,517 21.5 17,403 23.5

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  847 1.2 1,464 2.0

Ⅴ 自己株式 ＊6  △504 △0.7 △641 △0.9

資本合計   41,322 57.3 43,682 59.0

負債・資本合計   72,131 100.0 74,041 100.0

     



②【損益計算書】 

   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    

(1)製品売上高  45,946 44,653  

(2)商品売上高  4,832 50,778 100.0 5,134 49,788 100.0

Ⅱ 売上原価    

(1)製品売上原価    

１．製品期首たな卸高  2,781 3,127  

２．当期製品製造原価 ＊5 32,392 30,968  

合計  35,174 34,095  

３．他勘定振替高 ＊1 226 288  

４．製品期末たな卸高  3,127 31,821 2,863 30,942 

(2)商品売上原価    

１．商品期首たな卸高  146 202  

２．当期商品仕入高 ＊5 4,265 4,396  

合計  4,411 4,599  

３．他勘定振替高 ＊2 16 20  

４．商品期末たな卸高  202 4,192 147 4,432 

売上原価合計   36,013 70.9 35,375 71.1

売上総利益   14,765 29.1 14,413 28.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊5   

１．運賃  2,416 2,398  

２．広告宣伝費  714 729  

３．特売費  716 685  

４．貸倒引当金繰入額  59 21  

５．役員報酬  80 84  

６．従業員給料手当  1,475 1,443  

７．賞与  188 123  

８．賞与引当金繰入額  372 342  

９．退職給付引当金繰入額  △21 76  

10．役員退職慰労引当金繰
入額 

 53 52  

11．法定福利・厚生費  440 405  



  

   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

12．賃借料  707 635  

13．減価償却費  97 76  

14．旅費交通費  416 407  

15．支払手数料  791 817  

16．商標使用料 ＊3 18 18  

17．開発試験研究費 ＊4 1,767 1,708  

18．その他  632 10,927 21.5 599 10,627 21.3

営業利益   3,838 7.6 3,785 7.6

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  108 98  

２．有価証券利息  12 4  

３．受取配当金 ＊5 319 374  

４．受取賃貸料 ＊5 467 445  

５．雑益  119 1,027 2.0 164 1,087 2.2

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  225 225  

２．固定資産賃貸費用  399 361  

３．雑損  195 821 1.6 107 695 1.4

経常利益   4,045 8.0 4,178 8.4

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ＊6 － 1,297  

２．投資有価証券売却益  397 397 0.8 － 1,297 2.6

Ⅶ 特別損失    

１．減損損失 ＊7 － 1,056  

２．固定資産売却及び除却
損 

＊8 141 66  

３．関係会社株式評価損  248 389 0.8 39 1,162 2.3



   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

税引前当期純利益   4,053 8.0 4,313 8.7

法人税、住民税及び事
業税 

 1,579 1,603  

法人税等調整額  △52 1,526 3.0 167 1,770 3.6

当期純利益   2,527 5.0 2,543 5.1

前期繰越利益   3,586 5,509 

中間配当額   229 275 

当期未処分利益   5,884 7,776 

     



製造原価明細書 

  

製造原価明細書脚注 

  

  

   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費   25,097 77.0 24,051 77.2

Ⅱ 労務費   37 0.1 47 0.1

Ⅲ 経費    

１．減価償却費  828 770  

２．外注加工費  2,033 1,933  

３．支払手数料  2,396 2,286  

４．荷造包装費  578 532  

５．その他の経費  1,627 7,465 22.9 1,551 7,074 22.7

当期総製造費用   32,600 100.0 31,172 100.0

仕掛品期首たな卸高   321 326 

合計   32,922 31,499 

他勘定振替高 ＊1  203 177 

仕掛品期末たな卸高   326 352 

当期製品製造原価   32,392 30,968 

番号 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

＊１ 他勘定振替高の主なものは、原材料加工費・販売費

及び一般管理費（運賃、特売費）への振替である。 

同左 

 ２ 原価計算の方法は、製品別総合原価計算による。 同左 



③【利益処分計算書】 

  

  

  次へ 

    
前事業年度

（平成17年６月29日） 
当事業年度 

（平成18年６月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益  5,884 7,776 

Ⅱ 任意積立金取崩額  

１．固定資産圧縮積立金取
崩額 

 6 5

２．特別償却準備金取崩額  0 6 0 6 

合計  5,891 7,783 

Ⅲ 利益処分額  

１．利益配当金  322 414

２．役員賞与金  60 62

   
(監査役分 
5百万円を含む) 

(監査役分
 5百万円を含む) 

３．固定資産圧縮積立金  － 382 422 898 

Ⅳ 次期繰越利益  5,509 6,885 



重要な会計方針 

  
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準

及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 (1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法に基づく原価法 同左 

  (2)その他有価証券 (2)その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定している。） 

同左 

  時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価法 同左 

２．デリバティブの評価

基準及び評価方法 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

月別移動平均法に基づく原価法 同左 

４．固定資産の減価償却

の方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

定率法を採用している。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用している。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

ある。 

同左 

  建物及び構築物     ３年～47年 

機械装置及び車両運搬具 ４年～13年 

同左 

  (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

  定額法を採用している。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいている 

同左 

５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

  債権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計上し

ており、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いる。 

同左 

  (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備えるため、当期

間に対応する支給見積額を計上してい

る。 

同左 



  
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当事

業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い

る。 

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

（５年）による定額法により費用処理

している。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における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

額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理している。 

同左 

  (4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

している。 

同左 

６．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準じ

た会計処理によっている。 

同左 

７．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

  原則として繰延ヘッジ処理によってい

る。 

なお、振当処理の要件を満たしている

為替予約については振当処理によって

いる。 

同左 

  (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ・ヘッジ手段 同左 

  デリバティブ取引（為替予約取引）   

  ・ヘッジ対象   

  外貨建金銭債権債務及び外貨建予定

取引 

  

  (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

  為替変動によるリスクを軽減する目的

で、当該取引高の範囲内において利用

する。 

同左 

  (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の時価変動額の累計額とヘ

ッジ対象の時価変動額累計額を比較し

て有効性の判定を行っている。 

同左 

８．その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理について 消費税等の会計処理について 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜き方式によっている。 

同左 



会計方針の変更 

  

追加情報 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

   当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月

31日）を適用している。これにより経常利益が20百

万円増加し、税引前当期純利益が1,035百万円減少

している。 

   なお、減損損失累計額については、改正後の財務

諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除して

いる。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示方法） 

────── 

  

 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（企業会計基準委員会 平成16年2月13

日）が公表されたことに伴い、当会計年度から同実

務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び

資本割90百万円を販売費及び一般管理費として計上

している。 

  



注記事項 

（貸借対照表関係） 

番号 
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度

（平成18年３月31日） 

＊１ 関係会社に係る注記 関係会社に係る注記 

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりである。 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりである。 

  
  
       (百万円)

受取手形 901  支払手形 0

売掛金 1,994  買掛金 1,607

未収入金 1,211  未払金 1,244

     預り金 1,790

       (百万円)

受取手形 1,103  買掛金 1,827

売掛金 2,147  未払金 1,238

未収入金 1,123  預り金 1,648

        

＊２ 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具及び工具

器具備品の取得価額からそれぞれ次の圧縮記帳額が

控除されている。 

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具及び工具

器具備品の取得価額からそれぞれ次の圧縮記帳額が

控除されている。 

  
  
建物 54百万円

構築物 14 

機械及び装置 26 

車両運搬具 0 

工具器具備品 1 

計 97 

建物 54百万円

構築物 14 

機械及び装置 26 

車両運搬具 0 

工具器具備品 1 

計 97 

 ３ 保証債務 保証債務 

  金融機関からの借入債務に対する保証 金融機関からの借入債務に対する保証 

  
  
（関係会社）   

無錫信諾積水樹脂有限公司 27百万円

（関係会社）   

無錫信諾積水樹脂有限公司 35百万円

  
＊４ 

  
会社が発行する株式の総数  

  普通株式128,380,000株

会社が発行する株式の総数  

  普通株式128,380,000株

  「株式の消却が行われた場合には、これに相当す

る株式数を減ずる」旨を定款に定めている。 

「株式の消却が行われた場合には、これに相当す

る株式数を減ずる」旨を定款に定めている。 

  
  
発行済株式の総数 普通株式47,313,598株 発行済株式の総数 普通株式47,313,598株

＊５ 財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権である。 同左 

＊６ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

1,250,286株である。 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

1,309,521株である。 

 ７ 配当制限 配当制限 

  商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は847百

万円である。 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は1,464

百万円である。 



（損益計算書関係） 

番号 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

＊１ 他勘定振替高は、主に販売費及び一般管理費（広告

宣伝費・開発試験研究費）への振替並びに試作品か

らの振替である。 

同左 

＊２ 他勘定振替高は、主に販売費及び一般管理費（広告

宣伝費）への振替である。 

同左 

＊３ 商標使用料は、標章使用許諾に関する契約に基づ

き、積水化学工業㈱に支払うべきものを計上してい

る。 

同左 

  
＊４ 

  
一般管理費に含まれる研究開発費 1,767百万円 一般管理費に含まれる研究開発費 1,708百万円

＊５ 関係会社に係る注記 関係会社に係る注記 

  各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりである。 

各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりである。 

  
  
仕入高及び外注加工費等 18,835百万円

受取配当金 251 

受取賃貸料 467 

仕入高及び外注加工費等 18,527百万円

受取配当金 328 

受取賃貸料 530 

＊６ ────── 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 

    土地 1,297百万円

機械及び装置他 0 



  

  

  次へ 

番号 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

＊７ ────── 減損損失 

    当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上している。 

    用途 

  

場所 

  

種類 

  

減損損失 

(百万円) 

遊休 

資産 

鹿児島県 

鹿児島市 
土地 624 

北海道 

三笠市 

土地、 

建物他 
244 

広島県 

庄原市 
土地 90 

宮崎県 

都城市 
土地 40 

茨城県 

土浦市 

土地、 

建物他 
33 

宮城県 

柴田郡 

柴田町 

土地 24 

    当社は、管理会計上で収支を把握している事業部単

位をグルーピングの単位としている。ただし、将来

の使用が見込まれていない遊休資産については、個

別の資産グループとして取り扱っている。その結

果、上記の資産について、市場価格の著しい下落が

認められたため、当該資産の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額1,056百万円を減損損失

として特別損失に計上した。その内訳は、土地827

百万円、建物他228百万円である。 

なお、当該資産の回収可能価額は、土地については

主として固定資産税評価額、建物他については主と

して税法基準に基づく残存価額を正味売却価額とし

て算定している。 

＊８ 固定資産売却及び除却損の内訳は次のとおりであ

る。 

固定資産売却及び除却損の内訳は次のとおりであ

る。 

  
  

  (除却損) (売却損) 

建物及び構築物 17百万円 －百万円

工具器具備品 61 3 

機械及び装置 49 － 

車両運搬具他 6 1 
  

  (除却損) (売却損) 

工具器具備品 12百万円 －百万円

機械及び装置 43 － 

車両運搬具他 9 1 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
  

  
取得価額相
当額 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高相
当額 
(百万円) 

工具器具備品 256 26 229

取得価額相
当額 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高相
当額 
(百万円) 

工具器具備品 252 104 147 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定している。 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定している。 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年以内 81百万円

１年超 147 

合計 229 

１年以内 81百万円

１年超 66 

合計 147 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定してい

る。 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定してい

る。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
  

支払リース料 123百万円

減価償却費相当額 123 

支払リース料 81百万円

減価償却費相当額 81 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。 

同左 



（有価証券関係） 

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

区分 

前事業年度
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

貸借対照表計
上額(百万円) 

時価 
（百万円） 

差額
（百万円） 

貸借対照表計
上額(百万円)

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

関連会社株式 554 569 14 554 772 218

合計 554 569 14 554 772 218



（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

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 

  

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度
（平成18年３月31日） 

  
（繰延税金資産）  

退職給付引当金損金算入限度超過額 1,635百万円

関係会社株式評価損 1,126 

賞与引当金損金算入限度超過額 178 

役員退職慰労引当金否認額 173 

未払事業税否認 125 

貸倒引当金損金算入限度超過額 82 

固定資産評価損 79 

たな卸資産評価損 62 

ゴルフ会員権評価損 49 

その他 84 

繰延税金資産合計 3,597 

    

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △579 

固定資産圧縮積立金 △114 

特別償却準備金 △0 

繰延税金負債合計 △694 

    

繰延税金資産の純額 2,902 

（繰延税金資産）  

退職給付引当金損金算入限度超過額 1,589百万円

関係会社株式評価損 1,142 

減損損失 420 

役員退職慰労引当金否認額 194 

賞与引当金損金算入限度超過額 161 

未払事業税否認 110 

貸倒引当金損金算入限度超過額 110 

ゴルフ会員権評価損 47 

その他 105 

繰延税金資産小計 3,883 

評価性引当額 △169 

繰延税金資産合計 3,713 

    

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △1,001 

固定資産圧縮積立金 △399 

繰延税金負債合計 △1,400 

    

繰延税金資産の純額 2,313 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度
（平成18年３月31日） 

  
  (％)

法定実効税率 40.6 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0 

受取配当金等永久に益金に参入されない項目 △1.8 

試験研究費等税額控除 △3.6 

住民税均等割等 0.9 

その他 △0.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.7 

 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 

 の間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため 

 注記を省略している。 

  

  



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 895円77銭

１株当たり当期純利益 53円89銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 53円52銭

１株当たり純資産額 948円18銭

１株当たり当期純利益 53円94銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 53円53銭

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 2,527 2,543 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 60 62 

（うち利益処分による役員賞与） (   60) (   62) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,467 2,481 

期中平均株式数（千株） 45,779 46,002 

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（百万円） － － 

（うち支払利息(税額相当額控除後)） (  －) (  －) 

普通株式増加数（千株） 313 355 

（うち転換社債） (  －) (  －) 

（うち新株予約権） ( 256) ( 347) 

（うち自己株式譲渡方式によるストッ

クオプション） 
(  56) (  8) 

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 

新株予約権１種類（新株予約権の

数897個）。なお、当該新株予約

権の詳細については、「第４提出

会社の状況、１株式等の状況、

(2)新株予約権等の状況」に記載

のとおりである。 

────── 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

【債券】 

  

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

UFJ Capital Finance4 Ltd(SR-A) 100 1,000 

積水ハウス㈱ 366,119 642 

タキロン㈱ 1,039,000 493 

岩崎電気㈱ 1,217,000 452 

㈱トクヤマ 180,680 360 

四国化成工業㈱ 443,000 350 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ 193 348 

積水化成品工業㈱ 723,000 340 

筒中プラスチック工業㈱ 575,000 293 

日本ペイント㈱ 450,750 264 

その他４９銘柄 1,420,750 954 

小計 6,415,593 5,502 

計 6,415,593 5,502 

銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

川崎重工業㈱第８回転換社債 10 10 

その他１銘柄 3 2 

小計 13 13 

計 13 13 



【その他】 

  

  

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

(投資信託受益証券) 

証券投資信託受益証券（１銘柄） 11,175,201 11 

小計 11,175,201 11 

(投資事業有限責任組合出資金)

ＮＶＣＣ四号投資事業有限責任組合 1 97 

その他２銘柄 32 44 

小計 33 141 

計 11,175,234 153 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額である。 

２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。 

３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりである。 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 
（百万円）

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末
残高 
（百万円）

有形固定資産    

建物 
  

12,345 26 892 
(221)

11,479 7,324 316 4,155

構築物 
  

2,263 11 89 
(7)

2,185 1,671 99 513

機械及び装置 15,161 842 442 15,561 12,483 577 3,077

車両運搬具 491 36 41 486 390 37 96

工具器具備品 5,441 197 232 5,406 4,837 213 568

土地 6,999 － 855 
(827)

6,143 － － 6,143

建設仮勘定 41 501 488 54 － － 54

有形固定資産計 42,743 1,615 3,042 
(1,056)

41,317 26,707 1,245 14,609

無形固定資産    

特許権 38 － － 15 11 4 4

借地権 53 － － 53 － － 53

商標権 0 － － 0 0 0 0

実用新案権 0 － － － － 0 －

意匠権 0 － － 0 0 0 0

ソフトウェア 253 － － 142 72 47 69

その他（施設利用権） 45 － － 44 2 0 42

無形固定資産計 391 － － 257 87 52 170

長期前払費用 19 － 14 5 5 3 0

繰延資産    

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

  機械装置 ： 土浦つくば工場（土浦製造所） メッシュパネル生産ライン更新 212百万円 

  建物 ： 旧枚方工場 工場用地売却 665百万円 

  土地 ： 鹿児島県遊休土地他 減損損失の認識 624百万円 



４．前期末残高及び当期末残高からそれぞれ次のとおり圧縮記帳額が控除されている。 

  

５．無形固定資産の金額は資産の総額の100分の１以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の

記載を省略している。 

  

【資本金等明細表】 

 （注）１．当期末における自己株式数は1,309,521株である。 

２．当期減少額は、自己株式の処分によるものである。 

３．当期減少額は、前期決算の利益処分に伴う取崩しによるものである。 

  

    （前期末残高） （当期末残高）   

  建物 54百万円 54百万円  

  構築物 14 14   

  機械及び装置 26 26   

  車両運搬具 0 0   

  工具器具備品 1 1   

    97 97   

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

資本金（百万円） 12,334 － － 12,334

資本金のうち
既発行株式 

普通株式（注）１ （株） (47,313,598) (   －) (   －) (47,313,598)

普通株式 （百万円） 12,334 － － 12,334

計 （株） (47,313,598) (   －) (   －) (47,313,598)

計 （百万円） 12,334 － － 12,334

資本準備金及
びその他資本
剰余金 

（資本準備金）    

株式払込剰余金 （百万円） 13,057 － － 13,057

合併差益 （百万円） 62 － － 62

（その他資本剰余金）    

自己株式処分差益
（注）２ 

（百万円） 7 － 6 0

計 （百万円） 13,127 － 6 13,120

利益準備金及
び任意積立金 

（利益準備金） （百万円） 957 － － 957

（任意積立金）    

固定資産圧縮積立金 
（注）３ 

（百万円） 174 － 6 168

特別償却準備金(注)３ （百万円） 1 － 0 0

別途積立金 （百万円） 8,500 － － 8,500

計 （百万円） 9,633 － 6 9,626



【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権に対する貸倒実績率に基づく洗替による取崩額78 百万円、債権回収

等による取崩額0百万円である。 

  

  

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額
（百万円） 

当期減少額
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 317 101 4 78 336

賞与引当金 440 397 440 － 397

役員退職慰労引当金 426 52 － － 479



(2）【主な資産及び負債の内容】 

 当事業年度末（平成18年３月31日現在）における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。 

① 現金及び預金 

  

② 受取手形 

  

期日別内訳 

  

区分 金額（百万円）

現金 91 

預金 

当座預金 4,958 

普通預金 8,041 

別段預金 1 

計 13,002 

合計 13,094 

相手先 金額（百万円）

ユアサ商事㈱ 880 

積水樹脂商事㈱ 692 

豊田㈱ 323 

新和産業㈱ 308 

㈱アークノハラ 211 

その他 6,889 

合計 9,305 

期日 金額（百万円）

平成18年４月 1,199 

５月 3,579 

６月 2,475 

７月 1,886 

８月以降 164 

合計 9,305 



③ 売掛金 

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注）１．消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれている。 

２．算出方法 

  

  

④ たな卸資産 

商品 

  

製品 

  

相手先 金額（百万円）

積水樹脂商事㈱ 1,461 

ユアサ商事㈱ 761 

積水テクノ商事東日本㈱ 380 

ヒノマル㈱ 372 

トステム㈱ 289 

その他 9,632 

合計 12,898 

前期繰越高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高
（百万円） 

次期繰越高
（百万円） 

回収率(％) 滞留期間(日) 

11,897 52,278 51,277 12,898 79.9 86.6 

  
回収率 ＝ 

当期回収高 
 × 100 

  

  前期繰越高 ＋ 当期発生高   

  
滞留期間 ＝ 

（前期繰越高 ＋ 次期繰越高） × 1/2   

  当期発生高 ÷ 365日   

品名 金額（百万円）

住建生活・産業関連 142 

道路・都市環境関連 4 

合計 147 

品名 金額（百万円）

住建生活・産業関連 1,523 

道路・都市環境関連 1,340 

合計 2,863 



原材料 

  

仕掛品 

  

貯蔵品 

  

⑤ 関係会社株式 

  

⑥ 支払手形（設備関係支払手形を含む） 

  

品名 金額（百万円）

道路・都市環境関連 619 

住建生活・産業関連 506 

合計 1,125 

品名 金額（百万円）

住建生活・産業関連 215 

道路・都市環境関連 137 

合計 352 

品名 金額（百万円）

荷造包装材料その他 151 

合計 151 

銘柄 金額（百万円）

セキスイジュシＢ.Ｖ. 702 

サンエイポリマー㈱ 674 

日本興業㈱ 554 

積水化学工業㈱ 448 

セキスイジュシアメリカ,Inc. 356 

その他 2,578 

合計 5,315 

相手先 金額（百万円）

大化工業㈱ 411 

㈱近久 367 

月星商事㈱ 262 

日清紡機械販売㈱ 220 

扇化工材㈱ 156 

その他 3,658 

合計 5,075 



期日別内訳 

  

⑦ 買掛金 

  

⑧ 一年以内に返済予定の長期借入金 

  

⑨ 退職給付引当金 

  

(3）【その他】 

 該当事項はない。 

  

  

期日 金額（百万円）

平成18年４月 359 

５月 1,455 

６月 1,205 

７月 1,240 

８月以降 815 

合計 5,075 

相手先 金額（百万円）

日新鋼管㈱ 728 

積水樹脂インターナショナル㈱ 611 

三井物産㈱ 411 

三井物産線材販売㈱ 386 

㈱プライムポリマー 349 

その他 6,466 

合計 8,953 

相手先 金額（百万円）

第一生命保険(相) 2,000 

日本生命保険(相) 2,000 

富国生命保険(相) 700 

明治安田生命保険(相) 300 

年金資金運用基金 0 

合計 5,000 

区分 金額（百万円）

退職給付債務 7,651 

年金資産 △4,361 

その他 626 

合計 3,916 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

  

 （注）１．単元未満株式の買増し 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 

10,000株券、1,000株券、500株券、100株券及び100株未満の株数を表示
した株数とする。但し、株式消却のために株式会社証券保管振替機構名
義の不所持申出株式から再発行する株券については、その発行株数を表
示した株券を発行することができる。 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 同社本店及び全国各支店

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 
１枚につき50円に印紙税相当額を加算した金額
ただし、株券の併合の場合は無料 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 同社本店及び全国各支店

買取手数料 無料 

公告掲載方法 

電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他
やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 
公告掲載ＵＲＬ 
http://www.sekisuijushi.co.jp/ 

株主に対する特典 該当事項なし

  取扱場所 
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 同社本店及び全国各支店 

  買増手数料 無料 

  受付停止期間 当社基準日の12営業日前から基準日に至るまで 



２．株券喪失登録 

  取扱場所 
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 同社本店及び全国各支店 

  登録手数料 
喪失登録１件につき10,000円 

喪失登録株券１枚につき500円 



第７【提出会社の参考情報】 

  

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はない。 

  

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

(1)有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第71期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月30日関東財務局長に提出。 

(2)半期報告書 

（第72期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月27日関東財務局長に提出。 

(3)自己株券買付状況報告書 

平成17年９月12日、平成17年10月14日、平成17年11月10日、平成17年12月８日、平成18年１月10日、平成18年２月７日、

平成18年３月８日、平成18年４月10日、平成18年５月12日及び平成18年６月15日関東財務局長に提出。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当事項なし 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

        

      平成17年６月29日 

積水樹脂株式会社       

  取締役会御中     

  大手前監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 大橋  博  印 

  
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 古谷 一郎  印 

         

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている積

水樹脂株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行

った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

  

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

積水樹脂株式会社及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形

で別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

        

      平成18年６月29日 

積水樹脂株式会社       

  取締役会御中     

  大手前監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 大橋  博  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 古谷 一郎  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている積

水樹脂株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行

った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

  

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

積水樹脂株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 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、会社は、当連結会計年度から固定資産の

減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形

で別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

        

      平成17年６月29日 

積水樹脂株式会社       

  取締役会御中     

  大手前監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 大橋  博  印 

  
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 古谷 一郎  印 

         

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている積

水樹脂株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第71期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

  

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、積水

樹脂株式会社の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別

途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

        

      平成18年６月29日 

積水樹脂株式会社       

  取締役会御中     

  大手前監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 大橋  博  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 古谷 一郎  印 

          

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている積

水樹脂株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第72期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

  

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、積水

樹脂株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 会計方針の変更に記載のとおり、会社は、当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当

該会計基準により財務諸表を作成している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別

途保管している。 
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