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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75期

第２四半期連結
累計期間

第75期
第２四半期連結
会計期間

第74期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 28,974 15,405 66,878

経常利益（百万円） 1,650 1,009 5,876

四半期（当期）純利益（百万円） 914 637 3,302

純資産額（百万円） － 49,580 49,235

総資産額（百万円） － 74,709 80,654

１株当たり純資産額（円） － 1,057.34 1,049.48

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
20.00 13.94 71.63

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
19.97 13.93 71.47

自己資本比率（％） － 64.7 59.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
3,783 － 6,285

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△834 － △2,033

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,032 － △1,679

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 13,851 11,775

従業員数（人） － 1,398 1,396

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。
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２【事業の内容】

　当第２四半期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）が営む事業の内容について重要な

変更はない。

　また、主要な関係会社の異動はない。

　

３【関係会社の状況】

　当第２四半期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

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 1,398 (198)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第2四半期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

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 330  

　（注）　従業員数は就業人員である。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

当第２四半期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。　

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

都市環境関連事業 3,987

街路・住建関連事業 4,419

産業・生活関連事業 6,576

その他事業 5

合計 14,990

　（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、受注生産はほとんど行っていない。

　

(3）販売実績

　当第２四半期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。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

都市環境関連事業 3,622

街路・住建関連事業 4,280

産業・生活関連事業 7,496

その他事業 5

合計 15,405

　（注）１．主な販売先について、総販売実績に対する相手先別の販売実績の割合が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。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はない。

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　（1）業績の状況

　当第２四半期連結会計期間のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速が世界経

済に波及する中、原材料価格の高騰や物価の上昇に伴う個人消費の伸び悩み等、企業を取り巻く経営環境は非

常に厳しい状況で推移した。

  このような経営環境下において、当社グループは事業体制の一層の強化をはかるべく、生産・開発・販売部

門の合理化を行った。また、原材料価格の高騰に対し、製品価格の値上げ及びコストダウンに注力したほか、省

資源化を目指した製品の開発等を推進したが、道路特定財源問題並びに改正建築基準法の影響などにより当

第２四半期連結会計期間の業績は、売上高が１５４億５百万円、営業利益は１０億１千９百万円、経常利益は

１０億９百万円、四半期純利益は６億３千７百万円となった。

　

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。

　

①都市環境関連事業

　　　　環境対策と街並みの景観に配慮した低層遮音壁が好調に売上を伸ばしたほか、駅前整備事業にユニバーサルデ

ザインのサイン製品が採用され売上に貢献したが、交通安全製品は道路特定財源等の問題に伴う発注の遅

れや地方自治体の公共事業予算縮減の影響を受け、前年同期を下回る成績に終った。人工芝は、サッカー・

ラグビー場や学校グラウンドへの販売が順調に推移した。また、人工木材は環境に配慮した「スーパーオレ

ンジウッド」のデッキ材や角型テンダーウッドのルーバー材が建材メーカー向けに売上を伸ばした。民需

サイン製品は、物件減少により低調に推移した。

この結果、都市環境関連事業の売上高は３６億２千２百万円、営業利益は３億５百万円となった。

　

②街路・住建関連事業

　　　　公共工事発注遅れの影響により、高欄等の売上が減少する中、歩行者用防護柵「フレックスロープ」が高い品質

と機能性に加え、傾斜地での施工性も評価され、大幅な売上増を示した。また、シェルター製品は、都市景観

にマッチした意匠性の高い広告付バス停シェルターや大規模ショッピングセンターの通路上屋などの民需

物件の受注拡大により好調に推移した。メッシュフェンスは、優れた品質やデザイン性のほか、施工性が評

価されるとともに、販売組織の強化と新規ユーザーの開拓を推進した結果、大きく売上を伸ばした。めかく

し塀は、通風機能を付加した製品が好評を博したほか、プライバシー保護のニーズの高まりを背景に売上伸

長した。

この結果、街路・住建関連事業の売上高は４２億８千万円、営業利益は３億３千２百万円となった。

　

③産業・生活関連事業

　　　　梱包用バンドは、需要が低迷する中、原材料高騰に伴う製品価格値上げを強力に実施した結果、前年同期を上

回った。一方、ストレッチフィルムは利益重視の販売戦略を行うことにより売上減を余儀なくされた。緑製

品は、農園芸用支柱が食の安全・安心志向の高まりを背景に、日本製の品質を高く評価されたほか、積極的

な販路拡大策により大幅な売上増となった。デジタルピッキングシステム製品は、食品メーカー向けに売上

伸長したほか、組立システムパイプ製品も新規販売ルートの開拓により、前年同期を上回る成績を収めた。

生活関連製品は厳しい価格競争の中、売上減を余儀なくされた。建材関連製品は、メタカラー建材が価格の

高騰するステンレス建材からの切り替え需要により巾木が堅調に推移したものの、商業施設の出店数減少

等により前年同期を下回る結果となった。アルミ樹脂複合板は、防音パネルが改正建築基準法の影響による

建築工事件数の減少を背景に大幅な売上減となった。

この結果、産業・生活関連事業の売上高は７４億９千６百万円、営業利益は６億２千１百万円となった。

　

④その他事業

　　　　保険手数料収入の増加により、売上高は５百万円、営業利益は２百万円となった。
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　（2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、第１四半期連結会

計期間末に比べ３５億８千１百万円増加し、１３８億５千１百万円となった。

当第２四半期連結会計期間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）

当第２四半期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、４１億６千２百万円と

なった。

これは、売上債権の減少３５億２千７百万円による資金増加要因の一方、仕入債務の減少１４億３千１百万

円等が主な要因である。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

当第２四半期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、２億３千６百万円となっ

た。

これは、有形固定資産の取得による支出２億４千３百万円をおこなったこと等が主な要因である。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

当第２四半期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、３億７千４百万円となっ

た。

これは、借入金の返済をおこなったこと等が主な要因である。　　

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。

　

　　（4）研究開発活動

　　　　当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は３億７千９百万円である。

        なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３【設備の状況】
 １ 主要な設備の状況

　当第２四半期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)当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更はない。

 

(2)新たに確定した重要な設備の新設、拡充、除却、売却等の計画はない。　
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 128,380,000

計 128,380,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

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 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。

（平成16年６月29日定時株主総会決議）

　
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 555

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 555,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり 716

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

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

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。

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。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には退職により資格喪失したもの、57個及び57,000株が含ま

れている。
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　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。

（平成19年６月28日定時株主総会決議）

　
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 957

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 957,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり 1,038

新株予約権の行使期間
自　平成21年９月１日

至　平成24年８月26日

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　　1,038

資本組入額　　519

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。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認

を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には退職により資格喪失したもの、31個及び31,000株が含ま

れている。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はない。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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20年７月１日

～平成20年９月30日
－ 47,313,598 － 12,334 － 13,119
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（５）【大株主の状況】

　 平成20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 大阪市北区西天満ニ丁目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 5,978 12.63

積水樹脂株式会社 大阪市北区西天満ニ丁目４番４号 1,490 3.15

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町ニ丁目11番３号 1,465 3.10

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

積水化成品工業株式会社 大阪市北区西天満ニ丁目４番４号 1,216 2.57

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

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口４Ｇ）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 930 1.97

バンクオブニューヨークジーシー

エムクライアントアカウンツイー

エルアールジー

（常任代理人 株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行）

CITYGROUP CENTRE, CANADA SQUARE,

 CANARY 

WHARF LONDON E14 5LB,

 UNITED KINGDOM

（東京都千代田区丸の内ニ丁目７番１号）

677 1.43

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 シティバンク銀行

株式会社）

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）

635 1.34

樹栄会持株会 大阪市北区西天満ニ丁目４番４号 625 1.32

計 － 26,413 55.83

　（注）１．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）及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ）の所有株式数は、すべて信託業務に

係るものである。

２．シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社から、平成20年７月22日付の大量保有報告書に関する変更

報告書の写しの送付があり、平成20年７月18日現在で以下の株券等を保有している旨の報告を受けている

が、当社として当第２四半期会計期間末における実質保有株式数の確認ができないため、上記の大株主の状

況に含めていない。なお、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社の同変更報告書の写しの内容は

以下のとおりである。

氏名又は名称 住所 保有株券等の数（千株） 株券等保有割合（％）

　シンプレクス・アセット・

マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目

５番１号
4,879 10.31
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20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　 1,490,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　45,500,000 45,500 －

単元未満株式 普通株式　　 323,598 － －

発行済株式総数 47,313,598 － －

総株主の議決権 － 45,500 －

②【自己株式等】

　 平成20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
1,490,000 － 1,490,000 3.15

計 － 1,490,000 － 1,490,000 3.15

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 952 920 880 863 815 835

最低（円） 860 836 815 777 661 647

　（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、当四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。

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

専務取締役

都市環境事業本部
長（兼）同事業本
部交通環境資材事
業部長

専務取締役

都市環境事業本部
長（兼）産業・生
活事業本部長
（兼）都市環境事
業本部新事業推進
室長

武田　均 平成20年10月１日

取締役
産業・生活事業本
部長（兼）同事業
本部国際事業部長

取締役

産業・生活事業本
部副本部長（兼）
同事業本部国際事
業部長

西村　猛史平成20年10月１日

取締役
街路・住建事業本
部長

取締役

街路・住建事業本
部長（兼）同事業
本部新事業推進室
長

渡邊　宣明 平成20年10月１日

取締役 新事業推進部長 取締役 関東支店長 磯本　真治 平成20年10月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、大手前監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,851 11,775

受取手形及び売掛金 18,883 26,682

商品 254 240

製品 3,490 3,597

原材料 2,879 2,336

仕掛品 1,162 903

その他 3,497 4,117

貸倒引当金 △68 △91

流動資産合計 43,949 49,562

固定資産

有形固定資産 ※1
 19,769

※1
 19,970

無形固定資産 233 242

投資その他の資産

その他 10,972 11,077

貸倒引当金 △215 △197

投資その他の資産合計 10,756 10,879

固定資産合計 30,759 31,091

資産合計 74,709 80,654

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,131 16,801

短期借入金 3,113 3,605

未払法人税等 674 1,715

引当金 743 862

その他 3,413 4,071

流動負債合計 21,078 27,056

固定負債

長期借入金 86 170

退職給付引当金 3,637 3,791

役員退職慰労引当金 22 24

負ののれん 166 84

その他 137 291

固定負債合計 4,051 4,363

負債合計 25,129 31,419
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 12,334 12,334

資本剰余金 13,170 13,168

利益剰余金 23,834 23,383

自己株式 △1,032 △1,045

株主資本合計 48,307 47,841

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 39 117

繰延ヘッジ損益 1 △1

為替換算調整勘定 13 21

評価・換算差額等合計 53 137

新株予約権 62 34

少数株主持分 1,156 1,222

純資産合計 49,580 49,235

負債純資産合計 74,709 80,654
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 28,974

売上原価 21,360

売上総利益 7,614

販売費及び一般管理費 ※
 5,941

営業利益 1,672

営業外収益

受取利息 34

受取配当金 70

その他 60

営業外収益合計 164

営業外費用

支払利息 126

その他 59

営業外費用合計 186

経常利益 1,650

特別損失

固定資産除売却損 23

特別損失合計 23

税金等調整前四半期純利益 1,627

法人税等 659

少数株主利益 52

四半期純利益 914
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 15,405

売上原価 11,409

売上総利益 3,995

販売費及び一般管理費 ※
 2,976

営業利益 1,019

営業外収益

受取利息 16

負ののれん償却額 15

その他 30

営業外収益合計 62

営業外費用

支払利息 59

その他 13

営業外費用合計 72

経常利益 1,009

特別損失

固定資産除売却損 17

特別損失合計 17

税金等調整前四半期純利益 991

法人税等 322

少数株主利益 31

四半期純利益 637
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,627

減価償却費 971

賞与引当金の増減額（△は減少） △59

売上債権の増減額（△は増加） 7,891

たな卸資産の増減額（△は増加） △648

仕入債務の増減額（△は減少） △3,682

その他 △656

小計 5,442

利息及び配当金の受取額 104

利息の支払額 △120

法人税等の支払額 △1,642

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △528

投資有価証券の取得による支出 △525

短期貸付金の増減額（△は増加） 350

その他 △130

投資活動によるキャッシュ・フロー △834

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △489

配当金の支払額 △455

その他 △88

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,032

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,909

現金及び現金同等物の期首残高 11,775

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 165

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 13,851
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

 (１)連結の範囲の変更

　第１四半期連結会計期間より、サミットス

トラッピングＣｏｒｐ．及び青島積水樹脂

新包材有限公司は、重要性が増加したため、

連結子会社に含めている。

(２)変更後の連結子会社の数

　３７社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

(１)重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更

  たな卸資産

  通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として月別移動平均法に

基づく原価法によっていたが、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」(企業会計基準第９号 平成18

年７月５日)が適用されたことに伴い、主と

して月別移動平均法に基づく原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定してい

る。なお、当該変更に伴う損益に与える影響

額は軽微である。

(２)リース取引に関する会計基準の適用

   所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっていたが、「リー

ス取引に関する会計基準」（企業会計基準

第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））

及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号（平

成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連

結会計年度に係る四半期連結財務諸表から

適用することができることになったことに

伴い、第１四半期連結会計期間からこれら

の会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっている。また、所有権移

転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用している。

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初

年度開始前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適

用している。当該変更に伴う損益に与える

影響額は軽微である。
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【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

  当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績

率等が前連結会計年度末に算定したものと

著しい変化がないと認められるため、前連

結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸

倒見積高を算定している。

　

　

２．繰延税金資産及び繰延税

金負債の算定方法

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

ては、前連結会計年度末以降に営業環境等、

かつ、一時差異の発生状況に著しい変化が

ないと認められるので、前連結会計年度に

おいて使用した将来の業績予測やタックス

・プランニングを利用する方法によってい

る。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．税金費用の計算 　 税金費用については、当第２四半期連結

会計期間を含む連結会計年度の税引前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税

率を合理的に見積り、税引前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じて計算してい

る。

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含め

て表示している。

【追加情報】

　
　
　

当第２四半期連結累計期間　
(自  平成20年４月１日　
至  平成20年９月30日)　

有形固定資産の耐用年数の

変更

　

　

　

　

 当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、第１四半期連

結会計期間より、機械装置の耐用

年数の見直しを行い、改正後の耐

用年数に基づき減価償却費を算定

する方法に変更している。

 なお、これによる四半期連結財務

諸表に与える影響は軽微である。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※1 有形固定資産の減価償却累計額      37,751百万円 ※1 有形固定資産の減価償却累計額      36,858百万円

2 受取手形裏書譲渡高                    20百万円

　

　

　

2 受取手形裏書譲渡高                    73百万円

　

 

 

―

　

　

　

3 保証債務　

  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               28百万円

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※ 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                                1,300百万円

   従業員給料手当  　                  1,330  

   貸倒引当金繰入額　                      4

   賞与引当金繰入額　                    330

   役員賞与引当金繰入額　                 28

   退職給付引当金繰入額                   39

   役員退職慰労引当金繰入額　              2

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※ 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                                  665百万円

   従業員給料手当  　                    712

   賞与引当金繰入額　                    108 

   役員賞与引当金繰入額　                 24

   退職給付引当金繰入額                   18

   役員退職慰労引当金繰入額　              1

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に記載されている科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の四半期末残高と、四半期連結貸

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。
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20

年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式         47,313千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式          1,574千株

　３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権　

新株予約権の四半期連結会計期間末残高        親会社    62百万円　
　４．配当に関する事項　

（１） 配当金支払額

（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 配当の原資 

平成20年５月16日
取締役会

普通株式 457 10  平成20年３月31日  平成20年６月６日
利益剰余

金

（２） 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（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 配当の原資 

平成20年11月５日
取締役会

普通株式 366 8  平成20年９月30日  平成20年12月５日
利益剰余

金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　
都市環境
関連事業
（百万円）

街路・住
建関連事
業
（百万円）

産業・生
活関連事
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 3,622 4,280 7,496 5 15,405 － 15,405

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － 42 4 47 (47) －

計 3,622 4,280 7,539 10 15,452 (47) 15,405

営業利益 305 332 621 2 1,262 (238) 1,023

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　
都市環境
関連事業
（百万円）

街路・住
建関連事
業
（百万円）

産業・生
活関連事
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 6,229 7,863 14,867 13 28,974 － 28,974

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － 133 9 142 (142) －

計 6,229 7,863 15,001 22 29,117 (142) 28,974

営業利益 321 584 1,208 6 2,120 (448) 1,672

　（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)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、人工芝、人工木材等

(2)街路・住建関連事業……… 歩行者用防護柵、車両用防護柵、防雪柵、車止め、組立歩道、高欄、公園

                            資材、シェルター、ソーラー照明灯、メッシュフェンス、めかくし塀、防音

                            めかくし塀、外構製品、手摺関連製品等

(3)産業・生活関連事業……… 梱包資機材、ストレッチフィルム、農業資材、施設園芸資材、物干用品、

                            収納用品、ホース、装飾建材、機能面材、アルミ樹脂複合板、組立システム

                            パイプ、デジタルピッキングシステム等

(4)その他事業………………… 損害保険代理業他

　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成２０年７月１日　至平成２０年９月３０日）及び当第２四半期連結累計

期間(自平成２０年４月１日  至平成２０年９月３０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】

当第２四半期連結会計期間（自平成２０年７月１日　至平成２０年９月３０日）及び当第２四半期連結累

計期間(自平成２０年４月１日  至平成２０年９月３０日)

　   海外売上高の合計が連結売上高の１０％未満のため、海外売上高の記載を省略している。
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（有価証券関係）

　   当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

前連結会計年度末と比べて著しい変動が認められないため記載を省略している。

　

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

前連結会計年度末と比べて著しい変動が認められないため記載を省略している。

　

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

重要性がないため記載を省略している。

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,057.34円 １株当たり純資産額 1,049.48円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 20.00円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
19.97円

１株当たり四半期純利益金額 13.94円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
13.93円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

である。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 914 637

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ －

普通株式に係る四半期純利益

（百万円）
914 637

期中平均株式数（千株） 45,733 45,737

　   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額
  

四半期純利益調整額（百万円） － －

（うち支払利息（税額相当額控除

後））
（－） （－）

（持分法による投資利益） （－） （－）

普通株式増加数（千株） 69 34

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり四半期純利益金額の

算定に含めなかった潜在株式で、前連

結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

― ―
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

該当事項はない。

　

（リース取引関係）

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　前連結会計年度末と比べて著しい変動が認められないため記載を省略している。

　

　

２【その他】

　平成20年11月５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。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………366百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………８円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成20年12月５日

　（注）　平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行う。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月13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 後藤　芳朗　　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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている積水樹脂株式会社の

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期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四半期連結財務

諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、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実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期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20年９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　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）１．上記は、四半期レビュー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、その原本は当社が四半期連

結財務諸表に添付する形で別途保管している。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。　
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