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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３四半期連結
累計期間

第75期
第３四半期連結
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

12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31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） 42,863 13,888 66,878

経常利益（百万円） 2,738 1,087 5,876

四半期（当期）純利益（百万円） 1,541 626 3,302

純資産額（百万円） － 49,254 49,235

総資産額（百万円） － 74,992 80,654

１株当たり純資産額（円） － 1,059.63 1,049.48

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
33.72 13.72 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）
33.69 － 71.47

自己資本比率（％） － 64.4 59.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
3,269 － 6,285

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,408 － △2,033

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,592 － △1,679

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 12,193 11,775

従業員数（人） － 1,385 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。

３．第75期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため記載していない。
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２【事業の内容】

　当第３四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３四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12月31日現在

従業員数（人） 1,385 (203)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第3四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12月31日現在

従業員数（人） 324  

　（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３四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 2,819

街路・住建関連事業 3,984

産業・生活関連事業 5,535

その他事業 8

合計 12,348

　（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３四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 3,057

街路・住建関連事業 4,888

産業・生活関連事業 5,934

その他事業 8

合計 13,888

　（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３四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３四半期連結会計期間のわが国経済は、金融危機を背景とした米国経済の減速により世界同時不況の懸

念が高まる中、株式市場の低迷や急激な円高により企業収益が圧迫され、倒産件数の増加や雇用情勢の悪化に

伴う個人消費の伸び悩み等、景気の後退が深刻化する状況になってきた。

  このような経営環境下において、当社グループは経営全般にわたる総点検に取り組み、業務のさらなる効率

化やコストの削減に全社を挙げて注力し、利益体質の一層の改善を推進したが、道路特定財源問題並びに改正

建築基準法施行の影響による住宅着工戸数の減少などにより、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高が

１３８億８千８百万円、営業利益は１１億２百万円、経常利益は１０億８千７百万円、四半期純利益は６億２

千６百万円となった。

　

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

　　　　交通安全製品全体としては前年同期を下回る成績に終ったが、環境対策と景観に配慮した低層遮音壁は国道整

備に採用されるなど順調に推移したほか、車線分離標「ポールコーン」も国内並びに欧州において売上を

伸ばした。人工木材は、「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の品質

が高く評価され、建材メーカー向けに売上伸長した。人工芝は、物件発注遅れ等により売上減となった。

この結果、都市環境関連事業の売上高は３０億５千７百万円、営業利益は３億７百万円となった。

　

②街路・住建関連事業

　　　　防護柵は、傾斜地での施工性や機能性に優れた歩行者用防護柵「フレックスロープ」が好評を博したほか、景観

型車両用防護柵が安全性と経済性を評価され売上を伸ばした。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が受注拡大により売上伸長した。メッシュフェンスは、住宅建設

の着工数が減少する中、既存製品の改良等を進め、新規ユーザーの開拓をより強力に推進した結果、売上は

堅調に推移した。めかくし塀は、防音等のプライバシー保護のニーズの高まりを背景に順調な成績を収め

た。

この結果、街路・住建関連事業の売上高は４８億８千８百万円、営業利益は５億５千６百万円となった。

　

③産業・生活関連事業

　　　　梱包用バンドは、原材料価格の騰落や景気後退に伴う物流量減少の影響を受け、低調に推移した。「ストレッチ

フィルム」は、採算性を重視した販売施策をとったことなどにより売上減となった。緑製品は、農園芸用支

柱が日本製として品質や安全性を高く評価され順調に売上を伸ばした。デジタルピッキングシステム製品

は、提案営業や販路開拓等が功を奏し堅調な成績を収めた。生活関連製品は、厳しい価格競争や消費者の買

い控えの動き等により前年同期を下回った。建材関連製品とアルミ樹脂複合板は、改正建築基準法の影響に

よる建築工事件数の減少等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５９億３千４百万円、営業利益は４億４千７百万円となった。

　

④その他事業

　　　　保険手数料収入は前年同期並みに推移し、売上高は８百万円、営業利益は５百万円となった。
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　（2）キャッシュ・フローの状況

当第３四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２四半期連結会

計期間末に比べ１６億５千８百万円減少し、１２１億９千３百万円となった。

当第３四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３四半期連結会計期間において営業活動に使用したキャッシュ・フローは、５億１千３百万円となっ

た。

これは、仕入債務の増加７億４千７百万円等による資金増加要因があったものの、売上債権の増加１９億２

千３百万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３四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、５億７千４百万円となっ

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３四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、５億５千９百万円となっ

た。

これは、配当金の支払や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３四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３四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３億２千８百万円である。

        なお、当第３四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３四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３四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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13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）

単元株式数

1,000株

計 47,313,598 47,313,598 － －

EDINET提出書類

積水樹脂株式会社(E01008)

四半期報告書

 8/27



（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３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31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

単元株式数1,000株

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３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31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

単元株式数1,000株

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10月１日

～平成20年12月31日
－ 47,313,598 － 12,334 － 13,119

（５）【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において、会社法第459条第１項の規定による当社定款の定めに基づき、自己株式を146千

株取得したこと等により、平成20年12月31日現在、次のとおり自己株式を保有している。

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（％）

積水樹脂株式会社 大阪市北区西天満二丁目４番４号 1,642 3.47
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしている。

　 平成20年12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　 1,490,000 － 単元株式数1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式　45,500,000 45,500 同上

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12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
1,490,000 － 1,490,000 3.15

計 － 1,490,000 － 1,490,000 3.15

　（注）　当第３四半期末現在の自己株式数は、1,642,426株である。

　

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 10月 11月 12月

最高（円） 952 920 880 863 815 835 680 709 775

最低（円） 860 836 815 777 661 647 496 553 637

　（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。
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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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 12,193 11,775

受取手形及び売掛金 ※3
 20,711 26,682

商品 215 240

製品 3,838 3,597

原材料 2,763 2,336

仕掛品 1,262 903

その他 3,819 4,117

貸倒引当金 △70 △91

流動資産合計 44,733 49,562

固定資産

有形固定資産 ※1
 19,352

※1
 19,970

無形固定資産 228 242

投資その他の資産

その他 10,920 11,077

貸倒引当金 △243 △197

投資その他の資産合計 10,677 10,879

固定資産合計 30,258 31,091

資産合計 74,992 80,654

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※3
 13,871 16,801

短期借入金 3,007 3,605

未払法人税等 763 1,715

引当金 577 862

その他 3,449 4,071

流動負債合計 21,668 27,056

固定負債

長期借入金 85 170

退職給付引当金 3,581 3,791

役員退職慰労引当金 24 24

負ののれん 240 84

その他 137 291

固定負債合計 4,069 4,363

負債合計 25,738 31,419
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 24,094 23,383

自己株式 △1,136 △1,045

株主資本合計 48,463 47,841

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7 117

繰延ヘッジ損益 0 △1

為替換算調整勘定 △151 21

評価・換算差額等合計 △158 137

新株予約権 76 34

少数株主持分 872 1,222

純資産合計 49,254 49,235

負債純資産合計 74,992 80,654

EDINET提出書類

積水樹脂株式会社(E01008)

四半期報告書

15/27



（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 42,863

売上原価 31,299

売上総利益 11,564

販売費及び一般管理費 ※
 8,788

営業利益 2,775

営業外収益

受取利息 51

受取配当金 100

負ののれん償却額 53

その他 60

営業外収益合計 265

営業外費用

支払利息 178

その他 124

営業外費用合計 302

経常利益 2,738

特別損失

投資有価証券評価損 40

固定資産除売却損 27

特別損失合計 68

税金等調整前四半期純利益 2,670

法人税等 1,061

少数株主利益 67

四半期純利益 1,541
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 13,888

売上原価 9,938

売上総利益 3,950

販売費及び一般管理費 ※
 2,847

営業利益 1,102

営業外収益

受取利息 17

受取配当金 30

負ののれん償却額 22

その他 31

営業外収益合計 101

営業外費用

支払利息 51

為替差損 39

その他 24

営業外費用合計 116

経常利益 1,087

特別損失

投資有価証券評価損 40

固定資産除売却損 3

特別損失合計 44

税金等調整前四半期純利益 1,043

法人税等 401

少数株主利益 14

四半期純利益 626
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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 2,670

減価償却費 1,479

賞与引当金の増減額（△は減少） △233

売上債権の増減額（△は増加） 5,967

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,033

仕入債務の増減額（△は減少） △2,935

その他 △656

小計 5,258

利息及び配当金の受取額 147

利息の支払額 △168

法人税等の支払額 △1,967

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,269

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 △729

投資有価証券の取得による支出 △597

短期貸付金の増減額（△は増加） 250

その他 △332

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,408

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） △569

配当金の支払額 △829

その他 △193

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,592

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 251

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 ※
 12,193
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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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

  当第３四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経営環境等、

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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．税金費用の計算 　 税金費用については、当第３四半期連結

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３四半期連結累計期間　
(自  平成20年４月１日　
至  平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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      37,878百万円 ※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　　　　　      　　19百万円　 2 受取手形裏書譲渡高　　　　　      　　73百万円　

※3 当第３四半期連結会計期間末日の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している。

　   なお、当第３四半期連結会計期間末日は金融機関の休

   　日であったため、次の満期手形が当第３四半期連結会

   　計期間末日の残高に含まれている。

     　受取手形                        1,053百万円

     　支払手形　　　　　　  　　　 　　 634百万円

3                      ―

　

　  

　

  4                      ―

　

　

　

4 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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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                               　1,956百万円

   貸倒引当金繰入額　                      33

   従業員給料手当  　                   1,977     　

   賞与引当金繰入額　                     525

   役員賞与引当金繰入額　                  38　

   退職給付引当金繰入額                    64

   役員退職慰労引当金繰入額　             　3

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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                                   655百万円

　 貸倒引当金繰入額　                      29

   従業員給料手当  　                   　646　

   賞与引当金繰入額　                     199

   役員賞与引当金繰入額　                  10

   退職給付引当金繰入額                    25

   役員退職慰労引当金繰入額　             　1
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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。

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20

年12月31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          1,727千株

　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    76百万円　
　４．配当に関する事項　

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

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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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 3,057 4,888 5,934 8 13,888 － 13,888

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － 39 5 44 (44) －

計 3,057 4,888 5,974 13 13,933 (44) 13,888

営業利益 307 556 447 5 1,316 (213) 1,102

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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 9,287 12,752 20,802 21 42,863 － 42,863

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － 173 14 187 (187) －

計 9,287 12,752 20,975 35 43,050 (187) 42,863

営業利益 628 1,141 1,655 12 3,437 (661) 2,775

　（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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間(自

平成20年４月１日  至平成20年12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】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

(自平成20年４月１日  至平成20年12月31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３四半期連結会計期間末（平成20年12月31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３四半期連結会計期間末（平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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 1,059.63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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 33.72円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
33.69円

１株当たり四半期純利益金額 13.72円
   

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載していない。

   （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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 1,541 626

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）
1,541 626

期中平均株式数（千株） 45,710 45,666

　   

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） 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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

該当事項はない。

　

（リース取引関係）

　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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又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21年２月12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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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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