
１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   100円00銭 

３．配当状況 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報にもとづき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でいます。実際の業績などは、業況の変化などにより、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照してください。 

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月６日

上場会社名 ステラ ケミファ株式会社 上場取引所 東・大 

コード番号 ４１０９ 本社所在都道府県 大阪府 

(URL http://www.stella-chemifa.co.jp) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 丸 野 京 子 

問合せ先責任者 役職名 専 務 取 締 役 氏名 秋 山 昌 広 ＴＥＬ  （０６）４７０７－１５１２ 

決算取締役会開催日 平成18年11月６日 配当支払開始日 平成18年11月28日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 100株）     

(1)経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 8,719 15.2 1,279 19.0 1,322 19.9

17年９月中間期 7,571 0.4 1,075 3.7 1,103 1.6

18 年 ３ 月 期 15,940  2,145  2,260  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 773 38.0 62 86

17年９月中間期 560 △7.0 45 55

18 年 ３ 月 期 1,217  99 02

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 12,299,880株 17年９月中間期 12,299,960株 18年３月期 12,299,935株

②会計処理の方法の変更  無 

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2)財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 21,078 13,517 64.1 1,099 01

17年９月中間期 17,387 12,576 72.3 1,022 50

18 年 ３ 月 期 17,682 13,109 74.1 1,065 79

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 12,299,880株 17年９月中間期 12,299,960株 18年３月期 12,299,880株

②期末自己株式数 18年９月中間期 120株 17年９月中間期 40株 18年３月期 120株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円

通 期   16,646  2,247   2,300    1,230 

・現金配当  １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年３月期 13.00 17.00 30.00 

19年３月期（実績） 14.00 －

19年３月期（予想） － 19.00 33.00 
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６．個別中間財務諸表等 
(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  550   380   725   

２．受取手形 ※５ 1,785   1,861   1,678   

３．売掛金  2,799   3,367   3,024   

４．たな卸資産  1,446   1,208   1,569   

５．繰延税金資産  28   41   31   

６．その他の流動資産  120   180   116   

貸倒引当金  △3   △3   △3   

流動資産合計   6,726 38.7  7,038 33.4  7,141 40.4 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 
※１ 
※３          

（1）建物及び構築物  3,262   3,143   3,286   

（2）機械及び装置  3,444   2,742   3,048   

（3）土地  839   2,644   813   

（4）建設仮勘定  235   1,236   378   

（5）その他  326   398   408   

有形固定資産合計  8,107   10,166   7,936   

２．無形固定資産  22   19   19   

３．投資その他の資産           

（1）投資有価証券 ※３ 1,949   3,182   2,008   

（2）繰延税金資産  374   441   341   

（3）その他  250   275   278   

貸倒引当金  △43   △43   △43   

投資その他の資産合
計  2,531   3,855   2,584   

固定資産合計   10,661 61.3  14,040 66.6  10,540 59.6 

資産合計   17,387 100.0  21,078 100.0  17,682 100.0 

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  525   607   635   

２．買掛金  448   655   767   

３．短期借入金 ※３ 1,058   2,932   528   

４．未払金  464   989   514   

５．未払法人税等  398   549   440   

６．設備支払手形  325   616   427   

７．その他の流動負債 ※４ 86   102   68   

流動負債合計   3,306 19.0  6,452 30.6  3,381 19.1 
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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
（％）

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※３ 552   220   283   

２．退職給付引当金  686   611   633   

３．役員退職慰労引当金  241   259   253   

４．その他の固定負債  24   17   20   

固定負債合計   1,504 8.7  1,108 5.3  1,191 6.8 

負債合計   4,811 27.7  7,561 35.9  4,573 25.9 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   3,180 18.3  － －  3,180 18.0 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  3,288   －   3,288   

資本剰余金合計   3,288 18.9  － －  3,288 18.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  205   －   205   

２．任意積立金  4,913   －   4,913   

３．中間（当期）未処分
利益  934   －   1,432   

利益剰余金合計   6,053 34.8  － －  6,550 37.0 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金   54 0.3  － －  89 0.5 

Ⅴ 自己株式   △0 △0.0  － －  △0 △0.0 

資本合計   12,576 72.3  － －  13,109 74.1 

負債・資本合計   17,387 100.0  － －  17,682 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  3,180 15.1  － －

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   3,288   －   

資本剰余金合計   － －  3,288 15.6  － －

３．利益剰余金           

(1) 利益準備金  －   205   －   

(2) その他利益剰余金           

特別償却準備金  －   6   －   

別途積立金  －   5,700   －   

繰越利益剰余金  －   1,203   －   

利益剰余金合計    － －  7,114 33.7  － － 

４．自己株式   － －  △0 △0.0  － －

株主資本合計   － －  13,583 64.4  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金   － －  △65 △0.3  － －

評価・換算差額等合計   － －  △65 △0.3  － － 

純資産合計   － －  13,517 64.1  － － 

負債純資産合計   － －  21,078 100.0  － － 
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(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   7,571 100.0  8,719 100.0  15,940 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,833 63.8  5,572 63.9  10,362 65.0 

売上総利益   2,737 36.2  3,147 36.1  5,577 35.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   1,662 22.0  1,868 21.4  3,432 21.5 

営業利益   1,075 14.2  1,279 14.7  2,145 13.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１  42 0.6  59 0.7  142 0.9 

Ⅴ 営業外費用 ※２  14 0.2  16 0.2  27 0.2 

経常利益   1,103 14.6  1,322 15.2  2,260 14.2 

Ⅵ 特別利益 ※３  － －  0 0.0  0 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※４  143 1.9  16 0.2  169 1.1 

税引前中間（当
期）純利益   959 12.7  1,305 15.0  2,092 13.1 

法人税、住民税及
び事業税  383   536   852   

法人税等調整額  15 399 5.3 △3 532 6.1 21 874 5.5 

中間（当期）純利
益   560 7.4  773 8.9  1,217 7.6 

前期繰越利益   374   －   374  

中間配当額   －   －   159  

中間（当期）未処
分利益   934   －   1,432  
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(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） 

 

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 資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計 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） 
3,180 3,288 3,288 205 13 4,900 1,432 6,550 △0 13,019 

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当             △209 △209   △209 

中間純利益             773 773   773 

特別償却準備金の取崩         △6   6 －   － 

別途積立金の積立           800 △800 －   － 

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

                    

中間会計期間中の変動額 

合計     （百万円） 
－ － － － △6 800 △229 564 － 564 

平成18年９月30日 残高 

       （百万円） 
3,180 3,288 3,288 205 6 5,700 1,203 7,114 △0 13,583 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高  

 （百万円） 
89 89 13,109 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当     △209 

中間純利益     773 

特別償却準備金の取崩     － 

別途積立金の積立     － 

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

△155 △155 △155 

中間会計期間中の変動額 

合計（百万円） 
△155 △155 408 

平成18年９月30日 残高  

 （百万円） 
△65 △65 13,517 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
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）有価証券 

子会社株式および関連会社株式 

移動平均法による原価法によ

っています。 

（1）有価証券 

子会社株式および関連会社株式 

同    左 

（1）有価証券 

子会社株式および関連会社株式 

同    左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格など

にもとづく時価法によって

います。（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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同    左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格などにも

とづく時価法によっていま

す。（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） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法に

よっています。 

時価のないもの 

同    左 

時価のないもの 

同    左 

 （2）デリバティブ 

時価法によっています。 

（2）デリバティブ 

同    左 

（2）デリバティブ 

同    左 

 （3）たな卸資産 

総平均法による原価法によって

います。 

（3）たな卸資産 

同    左 

（3）たな卸資産 

同    左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 

機械及び装置 

定額法によっています。 

なお、主な耐用年数は６年で

す。 

（1）有形固定資産 

機械及び装置 

同    左 

（1）有形固定資産 

機械及び装置 

同    左 

 その他有形固定資産 

定率法によっています。 

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物附属設

備を除く）については、定額

法を採用しています。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。 

 建物  10年～40年 

その他有形固定資産 

同    左 

その他有形固定資産 

同    左 

 少額減価償却資産 

取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、３年

均等償却によっています。 

少額減価償却資産 

同    左 

少額減価償却資産 

同    左 

 （2）無形固定資産 

定額法を採用しています。 

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）にもと

づいています。 

（2）無形固定資産 

同    左 

（2）無形固定資産 

同    左 

 （3）長期前払費用 

定額法によっています。 

─────── （3）長期前払費用 

同    左 
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項目 
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．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権など特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ています。 

（1）貸倒引当金 

同    左 

（1）貸倒引当金 

同    左 

 （2）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

職給付債務および年金資産の

見込額にもとづき、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

います。 

（2）退職給付引当金 

同    左 

（2）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

職給付債務および年金資産の

見込額にもとづき計上してい

ます。 

  

 （3）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、内規にもとづく中

間期末要支給額を計上してい

ます。 

（3）役員退職慰労引当金 

同    左 

（3）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、内規にもとづく期

末要支給額を計上していま

す。 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しています。 

同    左 外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ています。 

５．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係る方法

に準じた会計処理によっていま

す。 

同    左 同    左 

６．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっていま

す。為替変動リスクのヘッジ

について振当処理の要件を充

たしている場合には振当処理

によっています。 

（1）ヘッジ会計の方法 

同    左 

（1）ヘッジ会計の方法 

同    左 

 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

 通貨スワップ取引 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同    左 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同    左 

 ・ヘッジ対象 

長期借入金 

・ヘッジ対象 

同    左 

・ヘッジ対象 

同    左 

 （3）ヘッジ方針 

外貨建借入金の為替変動リス

クをヘッジしています。 

（3）ヘッジ方針 

同    左 

（3）ヘッジ方針 

同    左 
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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  

項目 
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） 

 （4）ヘッジ有効性評価の方法 

相場変動またはキャッシュ・

フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有

効性を評価しています。 

ただし、振当処理によってい

る通貨スワップについては、

有効性の評価を省略していま

す。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

同    左 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

同    左 

７．その他中間財務諸表（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 

税抜方式によっています。 

 消費税等の会計処理 

同    左 

 消費税等の会計処理 

同    左 

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））および「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）を適用しています。これによる

損益に与える影響はありません。 

      ─────── (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))および「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

ています。これによる損益に与える影響はあ

りません。 

      ─────── （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

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基

準第５号）および「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

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準適用指針第８号）を適用していま

す。これによる影響はありません。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により、

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、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しています。 

      ─────── 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

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 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

17,913百万円 18,888百万円 18,445百万円 

 ２ 関係会社の金融機関からの借入金に対

して次のとおり債務保証を行っていま

す。 

STELLA CHEMIFA SINGA

PORE PTE LTD 

3,027百万円 

 ２ 関係会社の金融機関からの借入金に対

して次のとおり債務保証を行っていま

す。 

STELLA CHEMIFA SINGA

PORE PTE LTD 

3,191百万円 

 ２ 関係会社の金融機関からの借入金に対

して次のとおり債務保証を行っていま

す。 

STELLA CHEMIFA SINGA

PORE PTE LTD 

3,921百万円 

※３ 担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

す。 

※３ 担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

す。 

※３ 担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

す。 

建物及び構築物 1,460百万円 

土地 596百万円 

投資有価証券 745百万円 

計  2,801百万円 

 (2,056百万円)

建物及び構築物   1,478百万円 

土地    596百万円 

投資有価証券    802百万円 

計   2,877百万円 

 ( 2,074百万円)

建物及び構築物 1,553百万円 

土地 596百万円 

投資有価証券    802百万円 

計  2,952百万円 

 (2,150百万円)

担保付債務は次のとおりです。 担保付債務は次のとおりです。 担保付債務は次のとおりです。 

短期借入金 110百万円 

 [242百万円]

長期借入金 330百万円 

 [727百万円]

短期借入金    110百万円 

 [274百万円]

長期借入金    220百万円 

 [549百万円]

短期借入金    110百万円 

 [   268百万円]

長期借入金    275百万円 

 [   670百万円]

注.（ ）は、子会社STELLA 

CHEMIFA SINGAPORE PTE LTDの借入金

に対し、物上保証として担保に供して

いる資産価額であり、内数で表示して

います。[ ]は物上保証として担保に

供している資産価額に対応する子会社 

STELLA CHEMIFA SINGAPORE PTE LTDの

借入金であり、外数で表示していま

す。 

注.（ ）は、子会社STELLA 

CHEMIFA SINGAPORE PTE LTDの借入金

に対し、物上保証として担保に供して

いる資産価額であり、内数で表示して

います。[ ]は物上保証として担保に

供している資産価額に対応する子会社 

STELLA CHEMIFA SINGAPORE PTE LTDの

借入金であり、外数で表示していま

す。 

注.（ ）は、子会社STELLA 

CHEMIFA SINGAPORE PTE LTDの借入金

に対し、物上保証として担保に供して

いる資産価額であり、内数で表示して

います。[ ]は物上保証として担保に

供している資産価額に対応する子会社 

STELLA CHEMIFA SINGAPORE PTE LTDの

借入金であり、外数で表示していま

す。 

※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い ※４     ─────── 

仮払消費税等および仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債の「その他の流動

負債」に含めて表示しています。 

同    左  

※５     ─────── ※５ 中間期末日満期手形 

 中間期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していま

す。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ます。 

受取手形     187百万円 

※５     ─────── 
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（中間損益計算書関係） 

（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 

（リース取引関係） 

  ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しています。 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価

のあるものはありません。 

（重要な後発事象）  

 該当事項はありません。 

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 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 

受取賃貸料 17百万円 受取賃貸料 18百万円 

受取配当金 18百万円 

受取賃貸料 26百万円 

受取配当金 15百万円 

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 13百万円 支払利息 16百万円 支払利息 26百万円 

※３     ─────── ※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 

 貸倒引当金戻入 0百万円 固定資産売却益 0百万円 

※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 

固定資産廃棄損 137百万円 固定資産廃棄損 16百万円 固定資産廃棄損 147百万円 

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 703百万円 

無形固定資産 2百万円 

有形固定資産 590百万円 

無形固定資産 2百万円 

有形固定資産 1,435百万円 

無形固定資産 5百万円 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

 普通株式  120 － － 120 

     合計 120 － － 120 

- 42 -


