
【表紙】 
  

 （注） ※は証券取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではないが、株主等の縦覧の便宜のために備えるものである。 

  

  

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年12月27日 

【中間会計期間】 第73期中（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

【会社名】 積水樹脂株式会社 

【英訳名】 Sekisui Jushi Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  福井 彌一郎 

【本店の所在の場所】 大阪市北区西天満二丁目４番４号 

【電話番号】 ０６（６３６５）３２０４ 

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長  阿賀田 幸太郎 

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目11番１号 

【電話番号】 ０３（５４００）１８０１ 

【事務連絡者氏名】 東京総務部総務人事担当課長  川本 浩太郎 

【縦覧に供する場所】 積水樹脂株式会社東京本社※ 

（東京都港区海岸一丁目11番１号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 



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71期中 第72期中 第73期中 第71期 第72期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

(1）連結経営指標等   

売上高（百万円） 27,070 26,557 27,859 60,061 60,839

経常利益（百万円） 1,425 1,510 1,606 4,856 5,183

中間（当期）純利益（百万円） 642 759 860 2,897 2,930

純資産額（百万円） 39,377 42,072 45,737 41,738 44,594

総資産額（百万円） 70,937 72,024 71,687 80,423 81,835

１株当たり純資産額（円） 860.49 917.71 972.97 905.74 968.99

１株当たり中間（当期）純利益
（円） 

14.11 16.51 18.71 61.68 62.00

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益（円） 

14.00 16.41 18.59 61.25 61.52

自己資本比率（％） 55.5 58.4 62.4 51.9 54.5

営業活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

3,957 3,357 3,284 5,244 4,847

投資活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

△640 1,403 △491 △2,506 452

財務活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

△978 △1,017 △6,414 △394 △1,283

現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高（百万円） 

10,356 13,979 10,642 10,357 14,262

従業員数 
［外、平均臨時雇用者数］（人） 

1,309 
[257] 

1,458
[261] 

1,422
[267] 

1,338 
[257] 

1,403
[270] 

(2）提出会社の経営指標等   

売上高（百万円） 21,944 20,898 21,231 50,778 49,788

経常利益（百万円） 1,193 1,250 1,125 4,045 4,178

中間（当期）純利益（百万円） 648 747 719 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） 39,377 41,646 43,688 41,322 43,682

総資産額（百万円） 64,055 64,436 63,895 72,131 74,041



 （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。 

３．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。 

４．純資産額の算定にあたり、平成18年9月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）

を適用している。 

 

回次 第71期中 第72期中 第73期中 第71期 第72期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

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（円） 859.23 907.06 948.52 895.77 948.18

１株当たり中間（当期）純利益
（円） 

14.22 16.23 15.63 53.89 53.94

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益（円） 

14.11 16.13 15.53 53.52 53.53

１株当たり中間（年間）配当額
（円） 

5.00 6.00 6.00 12.00 15.00

自己資本比率（％） 61.5 64.6 68.4 57.3 59.0

従業員数（人） 384 367 352 380 357



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更はない。ま

た、主要な関係会社における異動はない。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

  

４【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に当中間連結会計期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） 従業員数は就業人員である。 

  

(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９月30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 ５５３ （ ９６） 

住建生活・産業関連事業 ８１９ （１７１） 

その他事業 １ （  －） 

全社（共通） ４９ （  －） 

合計 １，４２２ （２６７） 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） ３５２ 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

 当中間連結会計期間のわが国経済は、公共投資の縮減や原材料価格の高騰などがあったものの、好調な企業業績を背景に

民間設備投資が一層増加するとともに、個人消費も堅調な推移をみせるなど景気は回復基調を呈してきた。 

 このような経済環境のもと、当社グループはニーズに応じた販売戦略を展開したほか、景観・環境に配慮した製品をはじ

めコア製品の拡売や販売網の一層の強化に努めた。 

 また、原材料価格の上昇に対応すべく、売値転嫁やコスト削減に取り組んだ結果、当中間連結会計期間の売上高は２７８

億５千９百万円（前年同期比４．９％増）と増収となった。利益面についても、営業利益は１６億６千万円（前年同期比

４．６％増）、経常利益は１６億６百万円（前年同期比６．４％増）、中間純利益は８億６千万円（前年同期比１３．３％

増）と前年同期を上回る成績を収めることができた。 

  

 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、主力製品の車線分離標「ポールコーン」が国内の道路整備向け需要に加え、新

製品の上市もあいまって売上を伸ばした。また、ＬＥＤ電光表示板「オプトマーカーⅢ」等の電子関連製品も大きく売上伸

長するとともに、標識板も秋季国体向け道路整備事業等により好調に推移した。防音壁は公共予算縮減の影響を受け、売上

は前年同期を下回った。 

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」を背景に、施工性に優れ、周囲の景観にマッチした車両

用防護柵や意匠性の高いデザイン柵が順調に推移した。また、高欄も橋梁の維持・補修向け営業強化により、前年同期を上

回る成績となった。シェルター関連製品は地下道上屋や駅前向け等の大口物件の減少により、売上減となった。 

サイン・公園スポーツ施設関連製品：耐久性に優れた人工木材「スーパーオレンジウッド」が大手建材メーカー向けに大幅

に伸長した。衝撃吸収性に優れた人工芝「ドリームターフ」は、プロサッカーチームの練習場やアメリカンフットボール場

等に採用されたほか、製品の品揃えも功を奏し、大幅な伸びを示した。 

サイン製品は、企業向け物件が価格競争の影響を受けた結果、低調に推移した。 

この結果、道路・都市環境関連事業分野の売上高は９６億７千１百万円（前年同期比１．４％増）、営業利益は３億９千４

百万円（前年同期比６８．１％増）となった。 

  

②住建生活・産業関連事業分野 

住建関連製品：主力製品のメッシュフェンスは、高い品質と優れた施工性が評価されるとともに、生産・出荷体制や全国販

売組織の一層の強化により、引き続き大幅な伸びを示した。また、めかくし塀製品も、近隣騒音対策やプライバシー保護と

いう時代のニーズにマッチした製品として好評を博し、品揃え強化もあいまって売上は前年同期を大きく上回った。 

生活・建材関連製品：生活関連製品は、新製品の巻き取りやすいホースリール「アクアボックス」や使いやすさを追求した

物干用品「らくくみ」が売上に貢献し、全体として順調に売上を伸ばした。一方、建材関連製品はメタカラー建材が大手

ショッピングセンターの内装に採用されるなど売上を伸ばしたものの、店舗専用什器は大型物件の減少により、売上は低調

に推移した。 

アルミ樹脂複合板は関東・関西地区において建設現場向け仮設用防音パネルが大きく売上伸長したほか、看板用部材「アー

トパネル」も用途の拡大策が功を奏し、好調な推移を示した。 

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」がユーザーの環境対応意識の高まりを背景に売上

を伸ばした。また、環境配慮型製品であるエアー緩衝機材「マルチパッドマシン・フィルム」も通信販売会社向け等に好調

な推移を示した。緑製品は、農業用支柱が農家向け需要の減退や天候不順の影響により、売上は低調裡に終った。 

デジタルピッキングシステム関連製品は大手量販店の物流センターに採用されるなど、堅調に推移した。 

この結果、住建生活・産業関連事業分野の売上高は１８０億３千１百万円（前年同期比６．７％増）、営業利益は１７億２

千６百万円（前年同期比３．９％減）となった。 

  

③その他事業分野 

商事部門は、前年同期を大きく上回る成績となったほか、保険手数料収入も堅調に推移した。 

この結果、その他事業の売上高は１億５千６百万円（前年同期比１９．９％増）、営業利益は８百万円と前年同期並に推移

した。 

  



(2)キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における連結ベースで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

３６億２千万円減少し、当中間連結会計期間末には１０６億４千２百万円となった。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前年同期と比較して７千２百万円減少（２．

２％減）し、３２億８千４百万円となった。 

 これは、売上債権の減少６５億８千３百万円に加え、税金等調整前中間純利益１６億１千９百万円等による増加要因の一

方、仕入債務の減少や法人税等の支払を行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） 

 当中間連結会計期間において投資活動に使用したキャッシュ・フローは、４億９千１百万円（前年同期は、１４億３百万の

資金の増加）となった。 

 これは、短期貸付金の回収に伴う増加要因があったものの、一方で有形固定資産の取得等を行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） 

 当中間連結会計期間において財務活動に使用したキャッシュ・フローは、前年同期と比較して５３億９千６百万円増加（５

３０．２％増）し、６４億１千４百万円となった。 

 これは、長期借入金の返済及び配当金の支払等を行ったことが主な要因である。 

 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間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 

 当中間連結会計期間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．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。

２．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】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はない。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。 

 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

道路・都市環境関連事業 9,513 2.6 

住建生活・産業関連事業 17,753 10.7 

その他事業 142 22.0 

合計 27,409 7.8 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

道路・都市環境関連事業 9,671 1.4 

住建生活・産業関連事業 18,031 6.7 

その他事業 156 19.9 

合計 27,859 4.9 



５【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、新規事業分野の創出に向けた既存コア技術の高度化と拡大並びに新規コア技術を獲得すべく、新規材料開発

を中心とした研究を進めている。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開発を推進してい

る。 

     当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は８億６千７百万円であり、各事業分野別の研究目的、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分野に配分できない費用３億２千３百万円が含まれている。 

  

(1)道路・都市環境関連事業分野 

道路・交通環境関連製品：防音壁は資源の有効利用をコンセプトとした、アルミ枠透明板のリサイクルを国土交通省に

提案し、好評を得た。交通安全製品は増加する踏切事故対策製品として、夜間、遮断竿の自動車衝突による破損防止に

効果を発揮する踏切遮断機自発光ユニット「シグナルマーカー」を開発したほか、路面標示材の黄色ラインに使用され

る顔料の無鉛化技術を確立した。電子システム関連製品は光通信に対応した情報表示板の製品開発を推進した。 

街路・橋梁関連製品：防護柵は、「景観ガイドライン」に適合し、実車実験により安全性を確認した車両用防護柵「Ｇ

ＰＳ」の高規格道路向けタイプを上市したほか、施工性・景観性の観点から、新しい金具を使用した汎用柵の開発に取

り組んだ。また、車止めは弾性機能を向上させた製品や民需向けの汎用製品を品揃えした。シェルター製品は、民需分

野と官需分野両方の市場を視野に入れた通路シェルターを上市するとともに、マンション・駅前整備向け自転車置場の

品揃えを強化した。 

サイン・公園スポーツ施設関連製品：人工芝「ドリームターフ」は販売競争激化の中、さらなる耐久性及び収益性の向

上を目的とした製品改良を推進した。サイン製品はＬＥＤ面発光パネルを光源に採用した内照式ポスターパネル「ルミ

ポスター」を開発するとともに、擬木製品では本木に近い表情の「角型テンダーウッド」の品揃え充実をはかった。 

 当事業分野に係る研究開発費は２億５千８百万円である。 

  

(2)住建生活・産業関連事業分野 

住建関連製品：メッシュフェンス、めかくし塀の主力外構製品は市場での要望が大きい「ステンカラーシリーズ」を上

市した。本色は「景観ガイドライン」にも準拠した色であり、官民問わず好評を得ている。また、優れた施工性、意匠

性、通風性を兼ね備えながらも十分なプライバシー保護機能を持ったスチール製ルーバー形状通風タイプのめかくし塀

Ｖ型において、高尺タイプを新たに上市した。 

生活・建材関連製品：生活製品は、市場評価が高い物干製品「らくくみ」、つっぱりポール「瞬着」の品揃え強化をは

かった。建材製品は「メタカラー」のステンレスシリーズ・巾木シリーズの製品群を集中的に開発上市した。手摺製品

では介護のための住宅改修市場へ向けて、屋外玄関向けコンパクト製品「ポーチＸ」を上市した。 

産業・緑関連製品：梱包用バンドは５ｍｍバンド「ジャスカファイブ」を開発するとともに、細物バンド用梱包機の

トップメーカーであるＭＯＳＣＡ社（ドイツ）との提携による５ｍｍバンド専用梱包機を本年１０月に同時上市した。

緑製品では、支柱とネット等被覆材の止め具として、取り外しの作業性に優れた「らく留めパッカー」を上市し、温室

向けとして好評を得た。 

 当事業分野に係る研究開発費は２億８千５百万円である。  

  

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1)前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、売却等のうち、当中間連結会計期間に完了した主なものは、次のとおりであ

る。 

 （増設） 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2)当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。 

  

  

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 金額(百万円) 完了年月 

積水樹脂（株） 
土浦つくば工場 

茨城県牛久市 
住建生活・産業関
連事業 

複合板製造工場
建屋及び構築物 

833 平成18年6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）当中間会計期間末後、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 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年12月27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。 

① 平成14年６月27日定時株主総会決議 

 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 266 250 

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） 266,000 250,000 

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 

代用払込みに関する事項 － － 



② 平成16年６月29日定時株主総会決議 

 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 878 864 

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） 878,000 864,000 

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 

代用払込みに関する事項 － － 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(4）【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）、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）及び資

産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）の所有株式数は、すべて信託業務に係るものである。 

 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高 
（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18年４月１日～ 
平成18年９月30日 

－ 47,313,598 － 12,334 － 13,119

    平成18年９月30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 4,348 9.19 

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 1,793 3.79 

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 1,254 2.65 

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 1,226 2.59 

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 

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） 

666 1.41 

樹栄会持株会 大阪市北区西天満二丁目４番４号 616 1.30 

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） 

600 1.27 

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 － 24,464 51.71 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・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。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりである。 

 

  平成18年９月30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 1,254,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 45,699,000 45,699 － 

単元未満株式 普通株式  360,598 － － 

発行済株式総数 47,313,598 － － 

総株主の議決権 － 45,699 － 

      平成18年９月30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 

1,254,000 － 1,254,000 2.65

計 － 1,254,000 － 1,254,000 2.65

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,020 1,011 899 874 871 833 

最低（円） 952 895 775 794 800 775 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

常務取締役 

総務部・ビジネ
スサポート部担
当 
経営企画情報室
長(兼)人事部長 

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 平成18年10月１日



第５【経理の状況】 
  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以

下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成して

いる。 

  

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中

間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間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、前中間連結会計期間（平成17年４月1日から平成17年９月30日まで）及び

当中間連結会計期間（平成18年４月 １日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成17年

４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表に

ついて、大手前監査法人により中間監査を受けている。 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金    13,979 10,642  14,262 

２ 受取手形及び売掛
金 

＊5  17,851 19,097  25,664 

３ 有価証券    101 2  － 

４ たな卸資産    5,657 6,736  6,358 

５ その他    4,014 3,681  4,411 

貸倒引当金    △102 △104  △112 

流動資産合計    41,501 57.6 40,055 55.9  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   7,103  7,454 6,836  

(2)機械装置及び運
搬具 

  4,910  4,811 5,092  

(3)土地   7,341  7,348 7,346  

(4)その他   738 20,093 1,255 20,869 818 20,094 

２ 無形固定資産    249 229  225 

３ 投資その他の資産       

(1)投資有価証券   6,980  7,676 8,064  

(2)その他   3,505  3,156 3,154  

貸倒引当金   △306 10,179 △299 10,533 △286 10,931 

固定資産合計    30,522 42.4 31,632 44.1  31,251 38.2

資産合計    72,024 100.0 71,687 100.0  81,835 100.0

        



  

  

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

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 

＊5  10,523 13,532  15,780 

２ 短期借入金    9,194 3,221  9,213 

３ 未払法人税等    598 303  1,545 

４ 賞与引当金    570 525  858 

５ その他    3,267 3,801  3,954 

流動負債合計    24,155 33.5 21,385 29.8  31,352 38.3

Ⅱ 固定負債       

１ 長期借入金    4 3  3 

２ 退職給付引当金    4,273 4,163  4,248 

３ 役員退職慰労引当
金 

   477 198  505 

４ その他    200 199  201 

固定負債合計    4,955 6.9 4,564 6.4  4,959 6.1

負債合計    29,110 40.4 25,949 36.2  36,311 44.4

        

（少数株主持分）       

少数株主持分    840 1.2 － －  930 1.1

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    12,334 17.1 － －  12,334 15.1

Ⅱ 資本剰余金    13,126 18.2 － －  13,120 16.0

Ⅲ 利益剰余金    16,607 23.1 － －  18,504 22.6

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   980 1.4 － －  1,477 1.8

Ⅴ 為替換算調整勘定    △274 △0.4 － －  △176 △0.2

Ⅵ 自己株式    △702 △1.0 － －  △665 △0.8

資本合計    42,072 58.4 － －  44,594 54.5

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   72,024 100.0 － －  81,835 100.0

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１ 資本金    － － 12,334 17.2  － －

２ 資本剰余金    － － 13,122 18.3  － －

３ 利益剰余金    － － 18,867 26.3  － －

４ 自己株式    － － △641 △0.9  － －

株主資本合計    － － 43,683 60.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１ その他有価証券評
価差額金 

   － － 1,211 1.7  － －

２ 繰延ヘッジ損益    － － △0 △0.0  － －

３ 為替換算調整勘定    － － △146 △0.2  － －

評価・換算差額等合
計 

   － － 1,064 1.5  － －

Ⅲ 少数株主持分    － － 989 1.4  － －

純資産合計    － － 45,737 63.8  － －

負債純資産合計    － － 71,687 100.0  － －

        



②【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    26,557 100.0 27,859 100.0  60,839 100.0

Ⅱ 売上原価    19,049 71.7 20,282 72.8  43,302 71.2

売上総利益    7,508 28.3 7,576 27.2  17,536 28.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

＊1  5,921 22.3 5,915 21.2  12,416 20.4

営業利益    1,586 6.0 1,660 6.0  5,119 8.4

Ⅳ 営業外収益       

１ 受取利息   40  34 77  

２ 受取配当金   70  84 85  

３ その他   59 171 0.6 56 175 0.6 288 452 0.7

Ⅴ 営業外費用       

１ 支払利息   133  141 259  

２ 持分法による投資
損失 

  34  30 －  

３ その他   78 247 0.9 58 229 0.8 129 389 0.6

経常利益    1,510 5.7 1,606 5.8  5,183 8.5

Ⅵ 特別利益       

１ 固定資産売却益 ＊2 1,297 1,297 4.9 46 46 0.1 1,298 1,298 2.2

Ⅶ 特別損失       

１ 固定資産売却及び
除却損 

＊3 36  34 87  

２ 減損損失 ＊4 1,117 1,154 4.4 － 34 0.1 1,117 1,205 2.0

税金等調整前中間
（当期）純利益 

   1,654 6.2 1,619 5.8  5,276 8.7

法人税、住民税及
び事業税 

＊5 582  305 2,042  

法人税等調整額 ＊5 232 815 3.1 350 655 2.3 133 2,175 3.6

少数株主利益    80 0.3 102 0.4  169 0.3

中間(当期)純利益    759 2.8 860 3.1  2,930 4.8

        



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（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   13,127 13,127

Ⅱ 資本剰余金減少高   

自己株式処分差損   0 0 6 6

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  13,126 13,120

    

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   16,209 16,209

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 中間（当期）純利益   759 2,930

２ 連結子会社増加に伴
う剰余金増加高 

  42 801 42 2,972

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金   322 597

２ 役員賞与   79 402 79 677

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  16,607 18,504

    



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

(注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

  

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高（百万円） 12,334 13,120 18,504 △665 43,294

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）  △414  △414

役員賞与（注）  △82  △82

中間純利益  860  860

自己株式の取得  △6 △6

自己株式の処分  1 30 32

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

  

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ 1 363 24 389

平成18年９月30日残高（百万円） 12,334 13,122 18,867 △641 43,683

  

評価・換算差額等

少数株主 
持分 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 1,477 － △176 1,300 930 45,524

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）   △414

役員賞与（注）   △82

中間純利益   860

自己株式の取得   △6

自己株式の処分   32

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

△266 △0 30 △235 59 △176

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△266 △0 30 △235 59 213

平成18年９月30日残高（百万円） 1,211 △0 △146 1,064 989 45,737



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約
キャッシュ・フロー計
算書 
（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） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間（当
期）純利益 

  1,654 1,619 5,276 

減価償却費   918 908 1,908 

減損損失   1,117 － 1,117 

固定資産売却益   △1,297 △46 △1,298 

賞与引当金の減少額   △353 △332 △65 

退職給付引当金の減少
額 

  △75 △85 △100 

役員退職慰労引当金の
増加額又は減少額
（△） 

  28 △306 56 

貸倒引当金の増加額   40 4 31 

持分法による投資利益
（△）又は持分法によ
る投資損失 

  34 30 △106 

受取利息及び受取配当
金 

  △111 △118 △163 

支払利息   133 141 259 

売上債権の増加額
（△）又は減少額 

  7,326 6,583 △423 

たな卸資産の増加額
（△）又は減少額 

  969 △411 258 

仕入債務の増加額又は
減少額（△） 

  △4,720 △2,629 188 

その他   △549 △500 166 

小計   5,114 4,854 7,105 

利息及び配当金の受取
額 

  110 120 164 

利息の支払額   △140 △153 △256 

法人税等の支払額   △1,727 △1,536 △2,165 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  3,357 3,284 4,847 



 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約
キャッシュ・フロー計
算書 
（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） 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 

  105 － 205 

有形固定資産の取得に
よる支出 

  △880 △883 △1,529 

有形固定資産の売却に
よる収入 

  1,488 62 1,492 

無形固定資産の取得に
よる支出 

  △6 △25 △17 

投資有価証券の取得に
よる支出 

  △275 △101 △417 

投資有価証券の売却に
よる収入 

  734 － 734 

連結子会社株式の追加
取得による支出 

  △120 △3 △120 

短期貸付金の純減少額   354 430 18 

長期貸付金の回収によ
る収入 

  6 31 12 

その他   △1 △3 74 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  1,403 △491 452 

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   △507 △1,002 △525 

長期借入金の返済によ
る支出 

  － △5,000 － 

自己株式の取得による
支出 

  △250 △6 △265 

自己株式の売却による
収入 

  76 32 122 

配当金の支払額   △317 △414 △596 

少数株主への配当金支
払額 

  △19 △23 △19 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △1,017 △6,414 △1,283 



  

  

  次へ 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約
キャッシュ・フロー計
算書 
（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） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  7 0 17 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額又は減少額
（△） 

  3,750 △3,620 4,034 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  10,357 14,262 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 

  4 － 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 － △132 

Ⅸ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

＊1 13,979 10,642 14,262 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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 (1)連結子会社の数   32社 

主要な連結子会社名 主要な連結子会社名 主要な連結子会社名 

エスジェイシーリアルティ㈱、積水

樹脂商事㈱、積水樹脂インターナシ

ョナル㈱、滋賀積水樹脂㈱、東北積

水樹脂㈱、土浦つくば積水樹脂㈱、

北陸積水樹脂㈱、広島積水樹脂㈱、

セキスイジュシB.V.、青島積水樹脂

有限公司、セキスイジュシアメリ

カ,Inc.、積水樹脂プラメタル㈱、

積水樹脂キャップアイシステム㈱、

サンエイポリマー㈱ 

     同左 エスジェイシーリアルティ㈱、積水

樹脂商事㈱、積水樹脂インターナシ

ョナル㈱、滋賀積水樹脂㈱、東北積

水樹脂㈱、土浦つくば積水樹脂㈱、

北陸積水樹脂㈱、広島積水樹脂㈱、

セキスイジュシB.V.、青島積水樹脂

有限公司、セキスイジュシアメリ

カ,Inc.、積水樹脂プラメタル㈱、

積水樹脂キャップアイシステム㈱、

サンエイポリマー㈱ 

なお、オーミテック㈱は、重要性が増

加したことにより当中間連結会計期間

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、

当中間連結会計期間より連結の範囲か

ら除外している。 

  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 (2)主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 

サミットストラッピング Corp.      同左      同左 

（連結の範囲から除いた理由） （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、中間純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連結財務諸表に

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 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。 

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 ２．持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用の関連会社名 (1)持分法適用の関連会社名 (1)持分法適用の関連会社名 

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Ｌ

ＬＣ、アールシーアイ・セキジュ㈱ 

      同左 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Ｌ

ＬＣ、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㈱を吸収合併したことに伴

い、当中間連結会計期間より持分法適

用の関連会社に含めている。 

  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。 



 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2)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、中間純損益（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中

間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)      同左 (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、中間決算日が

中間連結決算日と異なる会社について

は、当該会社の中間会計期間に係る中

間財務諸表を使用している。 

(3)      同左 (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．連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 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、ロードエンター

プライズ㈱、青島積水樹脂有限公司、サ

ンエイポリマー㈱の中間決算日は６月30

日であり、中間連結財務諸表作成に当た

っては、６月30日現在の中間財務諸表を

使用しているが、中間連結決算日との間

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中間決算日

は、中間連結決算日と同一である。 

       同左 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 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)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 ①有価証券 

その他有価証券 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 時価のあるもの 

中間決算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。） 

中間決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定している。） 

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。） 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

移動平均法による原価法 同左 同左 

②デリバティブ…時価法 ②デリバティブ…同左 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

く原価法を採用してい

る。 

③たな卸資産……同左 ③たな卸資産……同左 



 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2)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 (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 ①有形固定資産 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。 

建物及び構築物   ３～47年 

機械装置及び運搬具 ４～13年 

同左 同左 

②無形固定資産 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 同左 

(3)重要な引当金の計上基準 (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 ①貸倒引当金 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

いては主として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。 

同左 同左 

②賞与引当金 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

中間連結会計期間に対応する支給見

積額を計上している。 

     同左 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。 

③退職給付引当金 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

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、

当中間連結会計期間末において発生

していると認められる額を計上して

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。 

同左 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。 



  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

④役員退職慰労引当金 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、内規に基づく中間期末要支給額

を計上している。 

同左 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)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 (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 同左 

(5)重要なヘッジ会計の方法 (5)重要なヘッジ会計の方法 (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 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 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 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 ・ヘッジ対象…同左 

③ヘッジ方針 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 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 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 同左 

(6)その他中間連結財務諸表作成のための

重要な事項 

(6)その他中間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 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜き方式によっている。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

５．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 同左 



中間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 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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） 

 当中間連結会計期間より、「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10百万円増加し、税金等調整前

中間純利益は1,106百万円減少している。 

  なお、減損損失累計額については、改

正後の中間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。 

  

───── （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、税金等調整前中間

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。 

  

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用し

ている。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金

額は44,748百万円である。 

───── 

   なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成して

いる。 

  

前中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間において区分掲記していた「受取賃貸料」

（当中間連結会計期間3百万円）は、営業外収益の100分の10以下

となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示している。 

───── 

    

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間において「投資活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「その他」に含めて表示していた「投資有価証券の売却

による収入」（前中間連結会計期間10百万円）は重要性が増加し

たため、当中間連結会計期間から区分掲記している。 

───── 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

（中間連結損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

番号 
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額 有形固定資産の減価償却累計額 有形固定資産の減価償却累計額 

  
  
  34,790百万円

  
  35,601百万円   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格から、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格から、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格から、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 26百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 1百万円

計 97百万円

  
建物及び構築物 68百万円

機械装置 26百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 1百万円

計 97百万円

建物及び構築物 68百万円

機械装置 26百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 1百万円

計 97百万円

 ３ 受取手形裏書譲渡高 受取手形裏書譲渡高 受取手形裏書譲渡高 
  
  123百万円

  
  5百万円   37百万円

 ４ 保証債務 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 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） （持分法非適用関連会社） （持分法非適用関連会社） 

  
  
無錫信諾積水樹脂有限公司 36百万円

  
無錫信諾積水樹脂有限公司 30百万円 無錫信諾積水樹脂有限公司 35百万円

 ＊５ ───── 中間連結会計期間末日満期手形 ───── 

     中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしている。なお、当中間連結会

計期間の末日は金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高に含まれて

いる。 

  

     受取手形 801百万円

 支払手形 491百万円

  

番号 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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。 

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 1,227百万円

貸倒引当金繰入額 37 

従業員給料手当 1,184 

賞与引当金繰入額 285 

退職給付引当金繰入額 59 

役員退職慰労引当金繰入
額 

28 

開発試験研究費 858 

  

  

運賃 1,347百万円

従業員給料手当 1,170 

賞与引当金繰入額 286 

退職給付引当金繰入額 19 

役員退職慰労引当金繰入
額 

44 

開発試験研究費 867 

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 



 

番号 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

＊２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであ

る。 

固定資産売却益の内訳は次のとおりであ

る。 

 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 0 

  
土地 43百万円

車両運搬具他 2 

土地 1,297百万円

車両運搬具他 1 

＊３ 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) 
(百万円) 

(売却損) 
(百万円) 

機械装置 23 － 

工具器具備品 4 － 

車両運搬具他 8 0 

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)
(百万円) 

(売却損)
(百万円) 

建物 1 － 

構築物 10 － 

機械装置 10 0 

工具器具備品 3 － 

車両運搬具他 5 1 

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) 
(百万円) 

(売却損)
(百万円) 

建物 2 － 

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 

＊４ 減損損失 ───── 減損損失 

  当中間連結会計期間において、当社グル

ープは以下の資産について減損損失を計

上した。 

  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

た。 

  
  
用途 場所 種類 減損損失 

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 
北諸県郡 
山田町 

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 

  
用途 場所 種類 減損損失

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。 

  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。 



  

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の増加株式数の内訳 

２．普通株式の減少株式数の内訳 

  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  
 

番号 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

＊５ 中間連結会計期間に係る納付税額及び法人

税等調整額は、当連結会計年度において予

定している利益処分による固定資産圧縮積

立金の積立及び取崩並びに利益処分による

特別償却準備金の取崩を前提として、当中

間連結会計期間に係る税額を計算してい

る。 

───── ───── 

  
前連結事業年度末株
式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式  

普通株式 47,313 － － 47,313 

合  計 47,313 － － 47,313 

自己株式  

普通株式（注） 1,377 7 63 1,322 

合  計 1,377 7 63 1,322 

単元未満株式の買取による増加 7千株

ストック・オプション行使による減少 63千株

持分法適用会社の持分変動による減少 0千株

  
（決議） 

株式の種類
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 
定時株主総会 

普通株式 414 9 平成18年3月31日 平成18年6月29日

  
  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総
額 
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月7日 
取締役会 

普通株式 276 利益剰余金 6 平成18年9月30日 平成18年12月7日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  

番号 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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中間期末残高と中間

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中間期末残高と中間

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中間期末残高と中間

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 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。 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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 

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

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

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) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

22 17 4

その他 
(工具器具
備品) 

268 76 192

合計 291 93 197

  

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

5 3 1

その他 
(工具器具
備品) 

254 146 107

合計 259 150 109

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

その他
(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

料中間期末残高が有形固定資産の中間期

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。 

同左 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．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年以内 86百万円

１年超 111百万円

合計 197百万円

  
１年以内 81百万円

１年超 27百万円

合計 109百万円

１年以内 84百万円

１年超 69百万円

合計 153百万円

なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間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。 

同左 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 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
  
支払リース料 44百万円

減価償却費相当額 44百万円

  
支払リース料 42百万円

減価償却費相当額 42百万円

支払リース料 88百万円

減価償却費相当額 88百万円

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 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 

  

同左 



（有価証券関係） 

有価証券 

Ⅰ．前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）１．当中間連結会計期間において株式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全て減損処理を行い、

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

を行うこととしている。 

  

２．時価評価されてない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

Ⅱ．当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）１．当中間連結会計期間において減損処理は行っていない。 

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全て減損処理を行い、

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

を行うこととしている。 

  

 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式  1,935 3,339 1,403 

(2)債券 

国債・地方債等 100 101 1 

社債 13 13 0 

その他 － － － 

(3)その他 5 8 3 

合計 2,054 3,462 1,408 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 1,282 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式  2,230 4,246 2,015 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 13 13 0 

その他 － － － 

(3)その他 5 10 5 

合計 2,248 4,270 2,021 



２．時価評価されてない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

Ⅲ．前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）１．当連結会計年度において減損処理は行っていない。 

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全て減損処理を行い、

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

を行うこととしている。 

  

２．時価評価されてない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

  

（デリバティブ取引関係） 

Ⅰ．前中間連結会計期間（平成17年９月30日現在） 

 当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はない。 

  

Ⅱ．当中間連結会計期間（平成18年９月30日現在） 

 当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はない。 

  

Ⅲ．前連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

 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。 

  

  

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 1,283 

投資事業有限責任組合への出資 234 

  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） 

(1)株式 2,228 4,677 2,449 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 13 13 0 

その他 － － － 

(3)その他 5 11 6 

合計 2,247 4,703 2,455 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 1,283 

投資事業有限責任組合への出資 141 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30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、453百万円である。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。 

  

 

  

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） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 9,533 16,893 130 26,557 － 26,557

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 97 10 107 (  107) －

計 9,533 16,991 140 26,665 (  107) 26,557

営業費用 9,299 15,194 131 24,624 345 24,970

営業利益 234 1,796 8 2,040 (  453) 1,586



当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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…防音関連製品、道路標識、サイン関連製品、路面標示材、電子システム関連製品、交通安

全製品、太陽電池製品、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、建材関連製品、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、469百万円である。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。 

  

 

  

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） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 9,671 18,031 156 27,859 － 27,859

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 92 10 102 ( 102) －

計 9,671 18,123 166 27,961 ( 102) 27,859

営業費用 9,276 16,397 157 25,831 367 26,198

営業利益 394 1,726 8 2,130 ( 469) 1,660



前連結会計年度（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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（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に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略し

ている。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（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。 

  

 

  

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） 

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



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであ

る。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はない。 

  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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 917円71銭

１株当たり中間純利益 16円51銭

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

16円41銭

 
１株当たり純資産額 972円97銭

１株当たり中間純利益 18円71銭

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

18円59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

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（百万円） 759 860 2,930 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 82 

（うち利益処分による役員賞与金） （  －） （  －） （  82） 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

759 860 2,847 

期中平均株式数（千株） 45,984 45,965 45,934 

     

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）
純利益 

   

中間（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） 270 309 355 

（うち転換社債） （  －） （  －） （  －） 

（うち新株予約権） （  262） （  309） （  347） 

（うち自己株式取得方式によるスト
ックオプション） 

（   8） （  －） （   7） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

───── ───── ───── 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金   12,614  9,473 13,094  

２ 受取手形 ＊3 6,349  7,075 9,305  

３ 売掛金   8,499  8,422 12,898  

４ たな卸資産   4,095  4,822 4,640  

５ その他   3,343  3,752 3,891  

貸倒引当金   △59  △57 △57  

流動資産合計    34,843 54.1 33,488 52.4  43,772 59.1

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ＊1     

(1)建物   4,302  4,783 4,155  

(2)機械及び装置   2,777  2,889 3,077  

(3)土地   6,143  6,140 6,143  

(4)その他   1,238  1,294 1,232  

有形固定資産合計   14,461  15,108 14,609  

２ 無形固定資産   186  172 170  

３ 投資その他の資産       

(1)投資有価証券   4,812  5,327 5,669  

(2)関係会社株式   5,230  5,318 5,315  

(3)その他   5,189  4,772 4,783  

貸倒引当金   △288  △291 △278  

投資その他の資産
合計 

  14,944  15,126 15,489  

固定資産合計    29,593 45.9 30,406 47.6  30,269 40.9

資産合計    64,436 100.0 63,895 100.0  74,041 100.0

        



 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 支払手形 ＊3 2,912  4,490 5,075  

２ 買掛金   5,673  6,460 8,953  

３ 短期借入金   5,000  0 5,000  

４ 未払法人税等   377  47 1,282  

５ 賞与引当金   216  187 397  

６ その他   4,191  5,026 5,250  

流動負債合計    18,372 28.5 16,212 25.4  25,960 35.1

Ⅱ 固定負債       

１ 長期借入金   4  3 3  

２ 退職給付引当金   3,960  3,820 3,916  

３ 役員退職慰労引当
金 

  452  170 479  

固定負債合計    4,417 6.9 3,994 6.2  4,398 5.9

負債合計    22,789 35.4 20,206 31.6  30,359 41.0

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    12,334 19.1 － －  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   6  － 0  

資本剰余金合計    13,126 20.4 － －  13,120 17.7

Ⅲ 利益剰余金       

１ 利益準備金   957  － 957  

２ 任意積立金   8,668  － 8,668  

３ 中間（当期）未処
分利益 

  6,256  － 7,776  

利益剰余金合計    15,882 24.7 － －  17,403 23.5

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   980 1.5 － －  1,464 2.0

Ⅴ 自己株式    △677 △1.1 － －  △641 △0.9

資本合計    41,646 64.6 － －  43,682 59.0

負債資本合計    64,436 100.0 － －  74,041 100.0

              



  

  

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１ 資本金    － － 12,334 19.3  － －

２ 資本剰余金       

(1) 資本準備金   －  13,119 －  

(2) その他資本剰余
金 

  －  2 －  

資本剰余金合計    － － 13,122 20.6  － －

３ 利益剰余金       

(1) 利益準備金   －  957 －  

(2) その他利益剰余
金 

      

固定資産圧縮 
積立金 

  －  581 －  

別途積立金   －  8,500 －  

繰越利益剰余金   －  7,607 －  

利益剰余金合計    － － 17,646 27.6  － －

４ 自己株式    － － △616 △1.0  － －

株主資本合計    － － 42,486 66.5  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

 その他有価証券評
価差額金 

   － － 1,201 1.9  － －

評価・換算差額等合計    － － 1,201 1.9  － －

純資産合計    － － 43,688 68.4  － －

負債純資産合計    － － 63,895 100.0  －  －

              



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    20,898 100.0 21,231 100.0  49,788 100.0

Ⅱ 売上原価    14,926 71.4 15,340 72.2  35,375 71.1

売上総利益    5,971 28.6 5,891 27.8  14,413 28.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   5,026 24.1 4,980 23.5  10,627 21.3

営業利益    945 4.5 910 4.3  3,785 7.6

Ⅳ 営業外収益 ＊1  666 3.2 575 2.7  1,087 2.2

Ⅴ 営業外費用 ＊2  361 1.7 360 1.7  695 1.4

経常利益    1,250 6.0 1,125 5.3  4,178 8.4

Ⅵ 特別利益 ＊4  1,297 6.2 45 0.2  1,297 2.6

Ⅶ 特別損失 ＊5,6  1,131 5.4 32 0.1  1,162 2.3

税引前中間（当期）
純利益 

   1,415 6.8 1,138 5.4  4,313 8.7

法人税、住民税及び
事業税 

＊7 364  51 1,603  

法人税等調整額 ＊7 304 668 3.2 367 418 2.0 167 1,770 3.6

中間（当期）純利益    747 3.6 719 3.4  2,543 5.1

前期繰越利益    5,509 －  5,509 

中間配当額    － －  275 

中間（当期）未処分
利益 

   6,256 －  7,776 

        



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

  次へ 

  

株主資本
評価・
換算差
額等 

純資産
合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株
式 

株主資
本合計 

その他
有価証
券評価
差額金 

資本準
備金 

その他
資本剰
余金 

利益準
備金 

その他利益剰余金

固定資
産圧縮
積立金 

特別償
却準備
金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

12,334 13,119 0 957 168 0 8,500 7,776 △641 42,217 1,464 43,682

中間会計期間中の変動額      

固定資産圧縮積立金の取
崩額（注） 

   △5 5 －  －

固定資産圧縮積立金の取
崩額 

   △2 2 －  －

固定資産圧縮積立金の積
立額（注） 

   422 △422 －  －

特別償却準備金の取崩額
（注） 

   △0 0 －  －

剰余金の配当（注）    △414 △414  △414

役員賞与（注）    △62 △62  △62

中間純利益    719 719  719

自己株式の取得    △6 △6  △6

自己株式の処分   1 30 32  32

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額） 

   － △263 △263

中間会計期間中の変動額合
計（百万円） 

－ － 1 － 413 △0 － △169 24 269 △263 5

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

12,334 13,119 2 957 581 － 8,500 7,607 △616 42,486 1,201 43,688



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 同左 同左 

その他有価証券 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 時価のあるもの 

中間決算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。） 

中間決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定している。） 

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。） 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

移動平均法による原価法 同左 同左 

(2)デリバティブ (2)デリバティブ (2)デリバティブ 

時価法 同左 同左 

(3)たな卸資産 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 

月別移動平均法に基づく原価法 同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．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 (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。 

建物及び構築物   ３年～47年 

機械装置及び運搬具 ４年～13年 

同左 同左 

(2)無形固定資産 (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 同左 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 (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 同左 

(2)賞与引当金 (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、当中

間会計期間に対応する支給見積額を計

上している。 

同左 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。 



 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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 (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、当中間会計

期間末において発生していると認めら

れる額を計上している。 

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 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。 

(4)役員退職慰労引当金 (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、内規に基づく中間期末要支給額を

計上している。 

同左 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．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 ４．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 同左 

５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 ５．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 (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 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 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 同左 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 (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 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 (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 同左 



  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

６．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

６．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

６．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 消費税等の会計処理 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、

税抜方式によっている。 

なお、仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺しており、差額は未払消費税等と

して流動負債「その他」に含めて中間

貸借対照表に計上している。 

同左 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっている。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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） 

 当中間会計期間より、「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10百万円

増加し、税引前中間純利益は1,046百万円減

少している。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の中間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。 

  

───── （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、税引前当期純利益は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。 

  

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 

平成17年12月9日）を適用している。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、43,688百万円である。 

───── 

   なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成している。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

（中間損益計算書関係） 

 

番号 
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額 有形固定資産の減価償却累計額 有形固定資産の減価償却累計額 

26,641百万円 26,973百万円 26,707百万円 

 ２ 保証債務 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 金融機関からの借入債務に対する保証 

  （関係会社） （関係会社） （関係会社） 

  
  

  
無錫信諾積水樹脂有限公司 36百万円

  
セキスイジュシＢ.Ｖ.  294百万円

無錫信諾積水樹脂有限公司 30百万円
  
無錫信諾積水樹脂有限公司 35百万円

＊３ ───── 中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理は、手形

交換日をもって決済処理している。なお、

当中間会計期間の末日は金融機関の休日で

あったため、次の中間期末日満期手形が中

間期末残高に含まれている。 

───── 

    
  
受取手形 796百万円

支払手形 430百万円

  

番号 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

＊１ 営業外収益のうち重要なもの 営業外収益のうち重要なもの 営業外収益のうち重要なもの 

  
  
受取利息 52百万円

受取配当金 318百万円

  
受取利息 50百万円

受取配当金 238百万円

受取利息 103百万円

受取配当金 374百万円

＊２ 営業外費用のうち重要なもの 営業外費用のうち重要なもの 営業外費用のうち重要なもの 

  
  
支払利息 114百万円

  
支払利息 118百万円 支払利息 225百万円

 ３ 減価償却実施額 減価償却実施額 減価償却実施額 

  
  
有形固定資産 596百万円

無形固定資産 29百万円

計 625百万円

  
有形固定資産 611百万円

無形固定資産 15百万円

計 626百万円

有形固定資産 1,245百万円

無形固定資産 52百万円

計 1,297百万円

＊４ 特別利益のうち重要なもの ─────  特別利益のうち重要なもの 

  
  
土地売却益 1,297百万円

  
土地売却益 1,297百万円

＊５ 特別損失のうち重要なもの ─────  特別損失のうち重要なもの 

  
  
減損損失 1,056百万円

  
減損損失 1,056百万円



  

 

番号 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

＊６ 減損損失 ───── 減損損失 

  当中間会計期間において、当社は以下の

資産について減損損失を計上している。 

  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 

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 
北諸県郡 
山田町 

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 

  

  

用途 場所 種類 減損損失

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。 

  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。 

＊７ 中間会計期間に係る納付税額及び法人税等

調整額は、当期において予定している利益

処分による固定資産圧縮積立金の積立及び

取崩並びに利益処分による特別償却準備金

の取崩を前提として当中間会計期間に係る

税額を計算している。 

───── ───── 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の増加株式数の内訳 

２．普通株式の減少株式数の内訳 

  

  

  次へ 

  
前事業年度末株式数 

（千株） 
当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式（注） 1,309 7 63 1,254 

合  計 1,309 7 63 1,254 

単元未満株式の買取による増加 7千株

ストック・オプション行使による減少 63千株



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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 

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

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

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) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

その他 
(工具器具
備品) 

256 67 188

  

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

その他 
(工具器具
備品) 

251 145 105

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)

その他
(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

料中間期末残高が有形固定資産の中間期

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。 

同左 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．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 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 107百万円

合計 188百万円

  
１年以内 80百万円

１年超 25百万円

合計 105百万円

１年以内 81百万円

１年超 66百万円

合計 147百万円

なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間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。 

同左 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 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
  

支払リース料 40百万円

減価償却費相当額 40百万円

  
支払リース料 40百万円

減価償却費相当額 40百万円

支払リース料 81百万円

減価償却費相当額 81百万円

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 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 同左 



（有価証券関係） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであ

る。 

  

  

種類 

前中間会計期間 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（平成18年９月30日） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

中間貸借対
照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

中間貸借対
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 554 765 211 554 614 59 554 772 218

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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 907円06銭

１株当たり中間純利益 16円23銭

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

16円13銭

 
１株当たり純資産額 948円52銭

１株当たり中間純利益 15円63銭

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

15円53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

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（百万円） 747 719 2,543 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 62 

（うち利益処分による役員賞与金） （  －） （  －） （  62） 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

747 719 2,481 

期中平均株式数（千株） 46,053 46,033 46,002 

     

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）
純利益 

   

中間（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） 270 309 355 

（うち転換社債） （  －） （  －） （  －） 

（うち新株予約権） （  262） （  309） （  347） 

（うち自己株式取得方式によるスト
ックオプション） 

（   8） （  －） （   8） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

───── ───── ───── 



(2）【その他】 

 平成18年11月7日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議した。 

１．中間配当による配当金額の総額………………… 276 百万円 

２．１株当たりの金額…………………………………  6 円 

３．支払請求の効力発生日及び支払開始日………… 平成18年12月7日 

 （注） 平成18年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払を行う。 

  

  



第６【提出会社の参考情報】 
  

 当中間会計期間の開始日から半期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72期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月30日関東財務局長に提出。 

(2)自己株券買付状況報告書 

平成18年４月10日、平成18年５月12日、平成18年６月15日及び平成18年７月13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 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

        

      平成17年12月26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中間連結会計期間（平成17年4月1日から

平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

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９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 中間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、当中間連結会計期間から固

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中間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 

  

 （注）上記は、中間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、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

        

      平成18年12月26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18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年4月1日から

平成18年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

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9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を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 

  

 （注）上記は、中間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、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

        

      平成17年12月26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期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1日から平

成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、積水樹脂株式会社の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年4月

1日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 中間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、当中間会計期間から固定資産の

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中間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 

  

 （注）上記は、中間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、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

        

      平成18年12月26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18年4月1日から平成19年3月31日までの第73期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平

成18年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計

算書について中間監査を行った。この中間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

中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、積水樹脂株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月

1日から平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を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 

  

 （注）上記は、中間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、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管している。 
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