
１．平成18年９月中間期の連結業績（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）   132円03銭 

※ 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 中間決算短信（連結） 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 

米国会計基準採用の有無 無  

(1)連結経営成績 （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 10,721 13.7 1,633 16.0 1,615 14.8

17年９月中間期 9,433 4.4 1,408 17.6 1,407 17.5

18 年 ３ 月 期 19,954  2,772  2,806  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 941 33.3 76 55 －  

17年９月中間期 706 7.9 57 42 －  

18 年 ３ 月 期 1,435  114 93 －  

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 46百万円 17年９月中間期 31百万円 18年３月期 79 百万円 

②期中平均株式数 (連結) 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

③会計処理の方法の変更 有 

④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)連結財政状態 （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 31,156 14,122 43.5 1,102 94

17年９月中間期 25,615 12,339 48.2 1,003 25

18 年 ３ 月 期 27,357 13,012 47.6 1,056 14

（注）期末発行済株式数（連結） 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 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 1,599 △3,965 2,102 685

17年９月中間期 1,089 △1,830 597 833

18 年 ３ 月 期 3,030 △3,608 530 946

(4)連結範囲および持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 ６社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社 

(5)連結範囲および持分法の適用の異動状況 

連結（新規） １社  （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（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   21,288  3,220  3,130    1,624 
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１．企業集団の状況 

(1）事業に係わる各社の位置付け 

 当社グループは、当社、子会社６社および関連会社１社で構成され、高純度薬品の製造、仕入、販売を主な内容と

し、子会社において運輸事業等を行っています。 

 当社グループの事業に係わる位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりです。 

 また、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更しています。変更の内容については（セグメント情

報）に記載のとおりです。 

高純度薬品事業 

 フッ化物を中心とする高純度薬品などの製造および販売を行っています。当社製品の用途は、半導体デバイスの

高集積度化を可能にする超高純度エッチング剤や洗浄剤、あるいはシリコンウエハーにパターンを焼き付けるステ

ッパーのレンズ原料などに使われています。また、ハイブリッド自動車、携帯電話、デジタルカメラ、ビデオカメ

ラ、ノート型パソコンなどに使われるリチウムイオン電池用のリチウム電解質、その他に、ステンレスなど金属の

表面処理、フロンガスおよびフッ素樹脂の原料、医薬および農薬などの中間原料などに幅広く使われています。 

（関係会社） 

  STELLA CHEMIFA SINGAPORE PTE LTD、浙江瑞星フッ化工業有限公司、星青国際貿易(上海)有限公司、フェ

クト㈱ 

運輸事業 

 主に、化学製品に特化した物流事業を中心に、倉庫保管業、通関業などを行っています。 

（関係会社） 

  ブルーエキスプレス㈱、STELLA EXPRESS (SINGAPORE) PTE LTD 

その他事業 

 自動車整備業、保険代理業などを行っています。 

（関係会社） 

ブルーオートトラスト㈱ 

(2）事業系統図 

 
 無印 連結子会社 

 ※１ 関連会社で持分法適用会社 

当
社(

製
造
・
販
売)

 

国内・海外ユーザー 

 
 ブルーエキスプレス㈱

(物流・販売) 

ブルーオートトラスト㈱
(自動車整備) 

国内 海外 

運送 

原料 原料

原料

製品 

製品 

 

STELLA CHEMIFA 
SINGAPORE PTE LTD 

(製造・販売) 
STELLA EXPRESS 

(SINGAPORE) PTE LTD 
（物流） 

シンガポール 

浙江瑞星フッ化工業有限公司 

(製造・販売) 
星青国際貿易(上海)有限公司 

（販売） 

中国 

※１フェクト㈱(製造・販売) 

韓国 
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２．経営方針 
(1)会社の経営の基本方針 

 ラテン語で星を意味するステラが、暁の明星ヴィーナスのように天空高く、しかも強く輝けるようにとの願いをこ

めて、経営理念を「STELLA AS VENUS（ステラ アズ ヴィーナス）」としています。 

 当社グループは、幾多の星の中で最も強く輝く星、愛と美の象徴ヴィーナスとなり、世界最先端技術分野の一翼を

担うことができるよう努力いたします。そして、常に挑戦しつづける星でありたいと願っています。 

(2)会社の利益配分に関する基本方針 

 財務状況、利益水準などを総合的に勘案したうえで、安定的かつ継続的に配当を行うことが、経営上の重要な課題

であると認識しています。内部留保金は、設備投資、研究開発投資などに充当し、今後の事業展開に積極的に活用

し、企業価値を高めるよう努力します。 

 このような方針にもとづき、当中間期は１株につき14円の中間配当を実施することといたします。 

(3)目標とする経営指標 

 株主利益重視の観点から、収益性と資本効率を高めていくことを重要な経営目標としています。  

(4)中長期的な会社の経営戦略 

 当社の重点施策は以下の３点です。 

①新規事業の展開と社会への貢献 

 中性子がん捕捉療法に使用する濃縮ホウ素がん治療薬の開発は、メディカル分野という未知の分野へのチャ

レンジです。医薬品メーカー日本ケミカルリサーチ社との広範囲な業務提携により、治療薬開発と薬事認可の

スピードアップをはかっていきます。さらに、保湿剤として効用のあるケア用品の販売事業も立ち上げ、メデ

ィカルケアの分野に積極的に進出していきます。一方、運輸事業では、上海に設立した子会社をアジア物流の

拠点として、中国市場へ積極的に展開し、国内でも拠点拡大と新規顧客・新規事業の獲得をめざします。 

②研究開発体制の強化 

 高純度薬品事業では、フッ化物の総合メーカーとして、既存製品の高付加価値化や、新規開発素材の用途開

発などをさらにすすめていくことはもちろんのこと、がん治療薬の開発における業務提携と、産学連携を強化

するなど、新しい分野への挑戦に向け、さらに充実した研究開発体制を築いていきます。 

③営業・生産・物流体制の拡充 

 内外での確実な市場リサーチにもとづいて、激しい変化にも即応できる販売体制の構築と、生産・物流が連

携して迅速、かつ効率的なデリバリーシステムを確立するとともに、既存スタイルの見直しをはかり、新しい

利益を生み出せる経営体質に進化していきます。 

(5)会社の対処すべき課題 

 当社グループは、スピーディーでフレキシブルなグループ経営をはかっていくうえで、次の課題に取組み、さらな

る企業価値の向上をめざします。 

①グループ企業価値の向上 

 当社グループは、エレクトロニクス分野をはじめとして、メディカル分野などさまざまな分野に広がりをみせ

るフッ化物へのニーズを基盤に、世界で高いシェアをゆるぎないものとして堅持します。また、ますます活性化

するアジア圏を中心に多様化する物流ニーズに対しても、効率的でかつきめ細かなサービスを提供することなど

により、さらなるグループ企業価値の向上をめざします。 

②リーダーシップの発揮 

 高純度薬品事業では、業界でのリーディングカンパニーの立場を活かし、その主力製品の設備投資により、世

界シェアの優位性を確固たるものにしていきます。一方、運輸事業では、特殊貨物輸送の強みや、輸送、通関、

保管というトータルロジスティックシステムを活かして、業界でのリーダーシップと信頼性を高め、内外での販

路拡大を積極的に展開していきます。 
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③積極的な設備投資 

 高純度薬品事業の半導体・液晶部門では、半導体メーカーにおける300ｍｍウェハー製造ラインの建設や液晶パ

ネルの需要増に対応するため、不純物がppqレベルという世界に誇る超高純度薬液の製造設備を建設しています。

これにより、世界の半導体需要増に備えての対応が可能となります。また、電池部門では、第３世代携帯電話、

デジタルカメラ、ゲーム機など小型リチウムイオン二次電池の生産増を見込んで、リチウムイオン二次電池用電

解質の製造ラインを建設しています。この増設により、引続きリチウムイオン二次電池の世界的な普及に向けて

貢献していきます。 

④リスクマネジメントおよびコンプライアンス体制の確立 

 事業活動に散在する各種リスクを集積、分析し、重要度の高いものから適切な対応策を実施します。権限分掌

と相互牽制を、常に効率的に作用させる適正な内部統制を確立するとともに、リスクマネジメントでは既存の慣

習の徹底した見直しをはかりながら、情報管理体制の構築に向けた取り組みも推進します。また、当社グループ

の事業活動の礎として、経営の健全性を掲げ、法令遵守や社会的責任を果たすべく、コンプライアンス体制の構

築に努めます。 

⑤タイムリーディスクローズ 

 投資家が適切な投資判断を行ううえで必要な企業情報について、タイムリーに提供できるよう適切な情報公開

を心がけます。 

(6）親会社等に関する事項 

  該当事項はありません。 
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３．経営成績および財政状態 

(1）経営成績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の回復による設備投資の増加、雇用情勢の改善が進み、引き

続き回復基調を続けました。一方海外におきましては、原油高騰の不安材料はありましたが、中国・東南アジア経済

は景気の拡大が続きました。 

 このような環境のもと、当社グループは、フッ化物のリーディングカンパニーとして、国内外の情報通信産業を中

心に、顧客のニーズにもとづいた多種多様なフッ化物製品の供給を行うとともに、危険物輸送で培った独自のノウハ

ウにもとづいた化学品の物流を担う事業展開を行ってまいりました。 

 当中間連結会計期間の高純度薬品事業におきましては、主力の半導体・液晶部門および電池部門などの売上が、引

き続き堅調に推移しました。また、運輸事業におきましては、前年同期並みの売上高を計上しました。 

 この結果、当中間連結会計期間の業績は、連結中間売上高は107億21百万円（前年同期比13.7％増）、連結中間営

業利益は16億33百万円（同16.0％増）、連結中間経常利益は16億15百万円（同14.8％増）、連結中間純利益は９億41

百万円（同33.3％増）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

 なお、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較にあたっては前中間連結会

計期間分を変更後の区分に組み替えて行っています。 

＜高純度薬品事業＞ 

 高純度薬品事業につきましては、堅調な需要を背景に半導体・液晶部門の売上高は41億71百万円（前年同期比

15.5％増）、電池部門は、携帯電話向けリチウム電池電解質が順調に推移した結果、10億12百万円（同22.5％

増）、半導体装置部門は、ステッパーレンズの需要増加に伴い７億93百万円（同44.1％増）となりました。その

結果、セグメント別売上高は91億12百万円（同15.7％増）、営業利益は14億57百万円（同23.7％増）となりまし

た。 

＜運輸事業＞ 

 運輸事業につきましては、運輸収入、倉庫関連収入などのセグメント別売上高は、ほぼ前年同期並みの15億21

百万円（前年同期比2.1％増）となりました。営業利益におきましては、営業所開設に伴う減価償却費の増加な

どにより１億58百万円（同28.5％減）となりました。 

＜その他事業＞ 

 その他事業につきましては、自動車整備業収入および保険代理収入が堅調に推移しました。その結果、セグメ

ント別売上高は88百万円（前年同期比29.2％増）となり、営業利益は13百万円（同11.5％増）となりました。 

(2）財政状態 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は６億85百万円となり、前連結会計

年度末より２億60百万円減少しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりで

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は15億99百万円（前年同期比５億９百万円の収入増加）となりました。主な収入

要因は、税金等調整前中間純利益15億98百万円（同３億41百万円増加）、減価償却費９億92百万円（同３百万円

減少）です。主な支出要因は、法人税等の支払い５億91百万円（同１億26百万円増加）、売上債権の増加６億83

百万円（同９百万円減少）です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は39億65百万円（同21億34百万円の支出増加）となりました。主な支出要因は三

宝工場隣接土地取得などによる支出25億25百万円（同７億20百万円の支出増加）および日本ケミカルリサーチ株

式会社との資本提携による増資払込金14億30百万円の支出などです。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は21億２百万円（同15億４百万円の収入増加）となりました。主な収入要因は、

短期借入金による収入（純額）30億14百万円（同15億30百万円の収入増加）、支出要因は長期借入金の返済７億

39百万円、配当金の支払のための支出２億９百万円（同24百万円の支出増加）などです。 

 なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。 

（注）時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しています。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しています。 

３．営業キャッシュ・フローは中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローを使用しています。有利子負債は、中間連結（連結）貸借対照表に計上されている負債の

うち利子を支払っている全ての負債を対象としています。また、利払いについては、中間連結（連

結）キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 

(3）通期の見通し 

 当連結中間会計期間以降の経済状況は、引き続き回復基調を辿るものと思われますが、原油価格高騰、金利上昇懸

念等により、先行きに慎重な見方も出てきています。 

 このような状況を踏まえ、通期の連結業績見通しにつきましては、前決算発表時（平成18年４月26日）のとおり、

連結売上高は212億88百万円（前期比6.7％増）、連結営業利益が32億20百万円（同16.2％増）、連結経常利益が31億

30百万円（同11.5％増）、連結当期純利益は16億24百万円（同13.2％増）を見込んでいます。 

 また、配当金は予想利益の達成を勘案して、当初の予定通り期末配当金を19円とし、中間配当金と合わせて年３円

増配の１株当たり33円とさせていただく予定です。 

 ＜当社グループの連結業績見通し＞ 

 ＜当社の業績見通し＞ 

  
第61期 

平成16年３月期
第62期 

平成17年３月期
第63期 

平成18年３月期 
第64期中間 

平成18年９月期

自己資本比率（％） 45.3 49.4 47.6 43.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 90.3 123.3 264.4 165.4 

債務償還年数（年） 5.3 2.6 3.1 3.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 19.2 28.2 17.6 17.1 

 当期予想 前期実績 対前期比 

 百万円 百万円 ％

売  上  高 21,288 19,954 106.7 

営 業 利 益 3,220 2,772 116.2 

経 常 利 益 3,130 2,806 111.5 

当 期 純 利 益 1,624 1,435 113.2 

 当期予想 前期実績 対前期比 

 百万円 百万円 ％

売  上  高 16,646 15,940 104.4 

営 業 利 益 2,247 2,145 104.8 

経 常 利 益 2,300 2,260 101.8 

当 期 純 利 益 1,230 1,217 101.1 
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(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る主な事項を以下に記載しています。必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上重要であると考

えられる事項については、積極的な情報開示の観点から以下に開示しています。なお、当社グループは、これらのリ

スク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避および発生した場合の対応に努める所存です。 

 本項においては、将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は現時点において判断したものです。また、以

下の記載事項は、当社の事業等に関するリスクを全て網羅するものではないことをご留意下さい。 

（1）業績の変動要因について 

 当社グループの業績は得意先である電子・電気・通信機器業界の半導体需要ならびに設備投資動向等の影響を受

ける可能性があります。当社グループの半導体・液晶関連および半導体装置関連の当中間連結会計期間の連結中間

売上高に占める割合は46.3％と高く、半導体関連の市況が当社グループの業績に影響を及ぼす場合があります。 

（2）法的規制について 

 当社製品は、フッ化物が中心であるため、製品の多くは毒劇物に該当し、「毒物及び劇物取締法」にもとづく、

毒劇物製造登録をはじめ、その取扱いについての法規制を受けています。 

（3）海外活動について 

 当社グループは、フッ化物製造事業を中心に、シンガポール、中国、韓国に事業展開をしていますが、各国にお

いて以下のようなリスクがあります。そのため、これらの事象が発生した場合は、当社グループの経営成績および

財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

①予期しえない法律・規制、不利な影響を及ぼす租税制度の変更 

②不利な政治的要因の発生 

③テロ、戦争等による社会的混乱 
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４．中間連結財務諸表等 
(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   833   685   946  

２．受取手形及び売掛
金 

※３  5,342   6,077   5,456  

３．たな卸資産   1,617   1,465   1,795  

４．繰延税金資産   83   99   91  

５．その他   254   358   258  

貸倒引当金   △10   △6   △8  

流動資産合計   8,121 31.7  8,680 27.9  8,541 31.2 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 
※１ 
※２          

（1）建物及び構築物  5,592   6,457   6,693   

（2）機械装置及び運
搬具  5,340   5,397   5,397   

（3）土地  3,729   5,535   3,703   

（4）建設仮勘定  690   1,283   607   

（5）その他  921 16,274  1,183 19,857  1,105 17,509  

２．無形固定資産   103   105   106  

３．投資その他の資産           

（1）投資有価証券  －   1,816   611   

（2）その他  1,166   739   632   

貸倒引当金  △49 1,116  △43 2,512  △43 1,200  

固定資産合計   17,494 68.3  22,475 72.1  18,816 68.8 

資産合計   25,615 100.0  31,156 100.0  27,357 100.0 

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金   1,094   1,308   1,452  

２．短期借入金   4,151   7,102   4,054  

３．１年以内に返済予
定の長期借入金 

※２  1,436   1,384   1,566  

４．未払法人税等   531   636   592  

５．賞与引当金   87   101   90  

６．役員賞与引当金   －   11   －  

７．その他   1,129   2,328   1,400  

流動負債合計   8,430 32.9  12,874 41.3  9,155 33.5 
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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
（％）

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２  3,339   3,170   3,653  

２．退職給付引当金   741   672   694  

３．役員退職慰労引当
金   267   290   282  

４．その他   32   25   28  

固定負債合計   4,381 17.1  4,159 13.4  4,658 17.0 

負債合計   12,812 50.0  17,033 54.7  13,813 50.5 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   464 1.8  － －  531 1.9 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   3,180 12.4  － －  3,180 11.6 

Ⅱ 資本剰余金   3,288 12.8  － －  3,288 12.0 

Ⅲ 利益剰余金   5,849 22.9  － －  6,419 23.5 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   56 0.2  － －  92 0.4 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △35 △0.1  － －  31 0.1 

Ⅵ 自己株式   △0 △0.0  － －  △0 △0.0 

資本合計   12,339 48.2  － －  13,012 47.6 

負債、少数株主持分
及び資本合計   25,615 100.0  － －  27,357 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  3,180 10.2  － －

２．資本剰余金   － －  3,288 10.5  － －

３．利益剰余金   － －  7,123 22.9  － －

４．自己株式   － －  △0 △0.0  － －

株主資本合計   － －  13,591 43.6  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金   － －  △61 △0.2  － －

２．為替換算調整勘定   － －  36 0.1  － －

評価・換算差額等合
計   － －  △25 △0.1  － － 

Ⅲ 少数株主持分   － －  556 1.8  － － 

純資産合計   － －  14,122 45.3  － － 

負債純資産合計   － －  31,156 100.0  － － 
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(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   9,433 100.0  10,721 100.0  19,954 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,991 74.1  7,897 73.7  15,066 75.5 

売上総利益   2,441 25.9  2,823 26.3  4,888 24.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費           

１．役員報酬  153   175   292   

２．給料・手当  131   162   268   

３．賞与引当金繰入額  8   9   8   

４．役員賞与引当金繰
入額  －   11   －   

５．退職給付費用  0   5   0   

６．研究開発費  278   289   574   

７．その他  460 1,033 11.0 536 1,190 11.1 970 2,116 10.6 

営業利益   1,408 14.9  1,633 15.2  2,772 13.9 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  3   3   7   

２．受取配当金  1   1   2   

３．負ののれんの償却
額  －   1   －   

４．持分法による投資
利益  31   46   79   

５．為替差益  3   4   27   

６．雑収入  27 67 0.7 33 90 0.9 84 201 1.0 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  66   106   164   

２．雑損失  1 68 0.7 1 108 1.0 2 166 0.8 

経常利益   1,407 14.9  1,615 15.1  2,806 14.1 

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※１ 0   3   1   

２．貸倒引当金戻入  － 0 0.0 1 4 0.0 － 1 0.0 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産廃棄損 ※２ 140   16   163   

２．固定資産売却損 ※３ 0   0   16   

３．会員権評価損   6   －   6   

４．その他  5 152 1.6 5 22 0.2 14 200 1.0 

税金等調整前中間
（当期）純利益   1,256 13.3  1,598 14.9  2,607 13.1 

法人税、住民税及
び事業税  489   616   1,072   

法人税等調整額  9 498 5.3 △7 609 5.7 8 1,081 5.4

少数株主利益   50 0.5  47 0.4  90 0.5 

中間（当期）純利
益   706 7.5  941 8.8  1,435 7.2 
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(3) 中間連結剰余金計算書および中間連結株主資本等変動計算書 

  
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   3,288  3,288

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残高   3,288  3,288 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   5,383  5,383

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  706 706 1,435 1,435 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  184  344  

２．役員賞与  45  45  

３．連結子会社増加に伴う剰余金減少
高 

 10 239 10 399 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高   5,849  6,419 

      

- 11 -



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） 

  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） 3,180 3,288 6,419 △0 12,887 

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当     △209   △209 

役員賞与     △22   △22 

連結会社増加に伴う剰余金の変動額     △6   △6 

中間純利益     941   941 

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) 

－ － 703 － 703 

平成18年９月30日 残高   （百万円） 3,180 3,288 7,123 △0 13,591 

 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 

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） 92 31 124 531 13,544

中間連結会計期間中の変動額         

剰余金の配当      △209

役員賞与      △22

連結会社増加に伴う剰余金の変動額         △6

中間純利益      941

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） 

△154 4 △150 24 △125

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円) △154 4 △150 24 578

平成18年９月30日 残高（百万円） △61 36 △25 556 14,122
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(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連結 

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 

 1,256 1,598 2,607 

減価償却費  995 992 2,046 

負ののれん償却額  － △1 － 

貸倒引当金の増減額  4 △1 △4 

賞与引当金の増減額  7 11 10 

役員賞与引当金の増減
額 

 － 11 － 

退職給付引当金の増減
額 

 △34 △22 △81 

役員退職慰労引当金の
増減額 

 25 7 39 

受取利息及び配当金  △4 △4 △9 

支払利息  66 106 164 

会員権評価損  6 － 6 

有形固定資産廃棄損及
び売却損益 

 140 13 178 

持分法による投資利益  △31 △46 △79 

為替差損益  △2 0 △0 

売上債権の増減額  △673 △683 △769 

たな卸資産の増減額  293 338 128 

仕入債務の増減額  △128 △83 215 

その他流動資産の増減
額 

 △24 △102 △12 

その他流動負債の増減
額 

 20 108 88 

未払消費税等の増減額  △27 11 △48 

役員賞与の支払額  △24 △12 △47 

その他  △15 22 △19 

小計  1,847 2,265 4,412 

利息及び配当金の受取
額 

 27 19 32 

利息の支払額  △67 △93 △171 

法人税等の支払額  △718 △591 △1,242 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,089 1,599 3,030 
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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 

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 

    

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △1,805 △2,525 △3,590 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 1 4 21 

有形固定資産の廃棄に
伴う支出 

 △8 － △19 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △0 △1,430 △1 

子会社株式の取得によ
る支出 

 － △6 － 

その他の投資活動によ
る支出 

 △18 △14 △19 

その他の投資活動の回
収による収入 

 0 7 1 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △1,830 △3,965 △3,608 

Ⅲ 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  1,483 3,014 1,306 

長期借入れによる収入  38 40 1,115 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △739 △739 △1,547 

少数株主への配当金の
支払額 

 － △3 － 

自己株式の取得による
支出 

 － － △0 

配当金の支払額  △184 △209 △344 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 597 2,102 530 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 21 △2 39 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

 △121 △266 △8 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 652 946 652 

Ⅶ 連結範囲変更に伴う増
減額 

 302 5 302 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 ※ 833 685 946 
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中間連結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 (イ）連結子会社の数 ５社 

連結子会社名は、ブルーエキ

スプレス㈱、ブルーオートト

ラスト㈱、STELLA CHEMIFA 

SINGAPORE PTE LTD、STELLA 

EXPRESS (SINGAPORE) PTE LT

D、浙江瑞星フッ化工業有限公

司です。 

浙江瑞星フッ化工業有限公司

は、重要性が増したため、当

中間連結会計期間より連結の

範囲に含めています。 

(イ）連結子会社の数 ６社 

連結子会社名は、ブルーエキ

スプレス㈱、ブルーオートト

ラスト㈱、STELLA CHEMIFA 

SINGAPORE PTE LTD、STELLA 

EXPRESS (SINGAPORE) PTE LT

D、浙江瑞星フッ化工業有限公

司、星青国際貿易（上海）有

限公司です。 

星青国際貿易（上海）有限公

司は、重要性が増したため、

当中間連結会計期間より連結

の範囲に含めています。 

(イ）連結子会社の数 ５社 

連結子会社名は、ブルーエキ

スプレス㈱、ブルーオートト

ラスト㈱、STELLA CHEMIFA 

SINGAPORE PTE LTD、STELLA 

EXPRESS (SINGAPORE) PTE LT

D、浙江瑞星フッ化工業有限公

司です。 

浙江瑞星フッ化工業有限公司

は、重要性が増したため、当

連結会計年度より連結の範囲

に含めています。 

 (ロ）非連結子会社の名称等 

 非連結子会社は星青国際貿易

（上海）有限公司です。 

─────── (ロ）主要な非連結子会社の名称

等 

主要な非連結子会社は星青国

際貿易（上海）有限公司で

す。 

 （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であ

り、総資産、売上高、中間純

損益(持分に見合う額)および

利益剰余金(持分に見合う額)

などは、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためです。 

 （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であ

り、総資産、売上高、当期純

損益(持分に見合う額)および

利益剰余金(持分に見合う額)

などは、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしてい

ないためです。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(イ）持分法適用の関連会社数 

１社 

当該会社は、フェクト㈱で

す。 

(イ）持分法適用の関連会社数 

１社 

同    左 

(イ）持分法適用の関連会社数 

１社 

同    左 

 (ロ）持分法を適用していない非

連結子会社および関連会社 

星青国際貿易（上海）有限公

司は、中間純損益（持分に見

合う額）および利益剰余金

（持分に見合う額）などから

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

しています。 

─────── (ロ）持分法を適用していない非

連結子会社および関連会社 

星青国際貿易（上海）有限公

司は、当期純損益（持分に見

合う額）および利益剰余金

（持分に見合う額）などから

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

います。 

 (ハ）持分法適用会社は、中間決

算日が中間連結決算日と異な

っているため、関連会社の中

間会計期間にかかる中間財務

諸表を使用しています。 

(ハ）  同    左 (ハ）持分法適用会社は、決算日

が連結決算日と異なっている

ため、関連会社の事業年度に

かかる財務諸表を使用してい

ます。 
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項目 
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） 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

連結子会社のうち、STELLA 

CHEMIFA SINGAPORE PTE LTD、 

STELLA EXPRESS (SINGAPORE) 

PTE LTD、浙江瑞星フッ化工業有限

公司およびブルーオートトラスト

㈱の中間決算日は６月30日です。 

中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、当該会社については、中間決

算日現在の中間財務諸表を使用し

ていますが、中間連結決算日まで

の期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っ

ています。 

連結子会社のうち、STELLA 

CHEMIFA SINGAPORE PTE LTD、 

STELLA EXPRESS (SINGAPORE) 

PTE LTD、浙江瑞星フッ化工業有限

公司、星青国際貿易(上海)有限公

司およびブルーオートトラスト㈱

の中間決算日は６月30日です。 

中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、当該会社については、中間決

算日現在の中間財務諸表を使用し

ていますが、中間連結決算日まで

の期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っ

ています。 

連結子会社のうち、STELLA  

CHEMIFA SINGAPORE PTE LTD、 

STELLA EXPRESS (SINGAPORE) 

PTE LTD、浙江瑞星フッ化工業有限

公司およびブルーオートトラスト

㈱の決算日は12月31日です。 

連結財務諸表の作成に当たって、

当該会社については、決算日現在

の財務諸表を使用していますが、

連結決算日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上必

要な調整を行っています。 

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有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法によ

っています。 

①有価証券 

─────── 

①有価証券 

子会社株式 

同    左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格

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 

中間連結決算日の市場価格

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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結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 

主として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）重要な減価償却資産の

減価償却方法 

①有形固定資産 

(イ）機械及び装置 

主として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 

(イ）機械及び装置 

同    左 

①有形固定資産 

(イ）機械及び装置 

同    左 
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項目 
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） 

 (ロ）その他の有形固定資産 

主として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 

 車両運搬具 ２年～４年 

(ロ）その他の有形固定資産 

同    左 

(ロ）その他の有形固定資産 

同    左 

 (ハ）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。 

(ハ）少額減価償却資産 

同    左 

(ハ）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）重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、当社および国内連結子

会社は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。 

また、在外連結子会社は主とし

て特定の債権について回収不能

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賞与引当金 

国内連結子会社は、従業員に対

して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額にもとづき

計上しています。 

②賞与引当金 

同    左 

②賞与引当金 

同    左 

 ─────── ③役員賞与引当金 

 国内連結子会社は、役員に対

して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額にもとづき

当中間連結会計期間に見合う分

を計上しています。 

─────── 
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項目 
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） 

   （会計方針の変更） 

  当中間連結会計期間から「役

員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年11

月29日 企業会計基準第４号）

を適用しています。この結果、

従来の方法に比べて、営業利

益、経常利益および税金等調整

前中間純利益が、11百万円減少

しています。なお、セグメント

情報に与える影響は、該当箇所

に記載しています。 

 

 ④退職給付引当金 

当社および国内連結子会社にお

いて、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金資

産の見込額にもとづき、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

ています。 

④退職給付引当金 

   同    左 

④退職給付引当金 

当社および国内連結子会社にお

いて、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金資

産の見込額にもとづき計上して

います。 

 ⑤役員退職慰労引当金 

当社および国内連結子会社の一

部において、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。 

（追加情報） 

連結子会社の役員退職慰労金

は、従来、支出時の費用として

処理していましたが、役員退職

慰労金に関する内規が制定され

た国内連結子会社については、

前連結会計年度から内規にもと

づく期末要支給額を役員退職慰

労引当金として計上する方法に

変更しました。 

この変更は、役員退職慰労引当

金の計上が会計慣行として定着

してきたことに鑑み、連結子会

社における役員退職慰労金規程

の整備が行われたことを契機

に、役員退職慰労金を在任期間

にわたり費用配分することで期

間損益の適正化および財務体質

の健全化をはかるために行った

ものです。 

⑤役員退職慰労引当金 

当社および国内連結子会社の一

部において、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。 

⑤役員退職慰労引当金 

当社および国内連結子会社の一

部において、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。 
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項目 
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） 

 なお、役員退職慰労金にかかる

内規の整備が前下期に行われた

ことにより、前中間連結会計期

間は従来の方法によっていま

す。従って、前中間連結会計期

間は、変更後の方法によった場

合にくらべて、営業利益および

経常利益はそれぞれ１百万円、

税金等調整前中間純利益は21百

万円多く計上されています。 

  

 セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載していま

す。 

  

（4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間連結

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。なお、在外子会

社などの資産および負債ならびに

収益および費用は、中間決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分およ

び資本の部における為替換算調整

勘定に含めています。 

外貨建金銭債権債務は、中間連結

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。なお、在外子会

社などの資産および負債ならびに

収益および費用は、中間決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定および少数株

主持分に含めています。 

外貨建金銭債権債務は、連結決算

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。なお、在外子会社な

どの資産および負債ならびに収益

および費用は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差

額は少数株主持分および資本の部

における為替換算調整勘定に含め

ています。 

（5）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かかる方

法に準じた会計処理によっていま

す。 

同    左 同    左 

（6）重要なヘッジ会計の方

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  

項目 
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）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）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 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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、要求払預金および容易

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

っています。 

同    左 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） 

（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））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))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） 

  当中間連結会計期間から「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。従来の資本の部の合計に相当する額は

13,566百万円です。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、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、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成していま

す。 

      ─────── 
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表示方法の変更 

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） 

───────  （中間連結貸借対照表） 

１．前中間連結会計期間末において、投資その他の資産の「その

他」に含めていた「投資有価証券」は資産の総額の100分の５

を超えたため、当中間連結会計期間末より区分掲記していま

す。 

なお、前中間連結会計期間末の投資その他の資産の「その他」

に含まれる「投資有価証券」は494百万円です。 

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの「有形固定資産売却益」「有形固定資産廃棄損及び売却

損」については、「有形固定資産売却益」の金額に重要性がな

く、かつ、表示の明瞭性を高める観点から、当中間連結会計期

間より「有形固定資産廃棄損及び売却損益」として表示してい

ます。 

なお、当中間連結会計期間の「有形固定資産売却益」の金額は

△0百万円、「有形固定資産廃棄損及び売却損」の金額は40百

万円です。 

２．財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入金の純増減

額」は、前中間連結会計期間は「短期借入れによる収入」およ

び「短期借入金の返済による支出」として両建表示していまし

たが、当中間連結会計期間より「短期借入金の純増減額」とし

て表示しています。 

─────── 
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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） 

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 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

20,264百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

21,946百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

21,127百万円 

※２ 担保に供されている資産およびこれに

対応する債務 

※２ 担保に供されている資産およびこれに

対応する債務 

※２ 担保に供されている資産およびこれに

対応する債務 

担保に供されている資産 担保に供されている資産 担保に供されている資産 

建物及び構築物 1,460百万円 

土地 596百万円 

計 2,056百万円 

建物及び構築物 1,478百万円 

土地 596百万円 

計 2,074百万円 

建物及び構築物 1,553百万円 

土地 596百万円 

計 2,150百万円 

対応する債務 対応する債務 対応する債務 

1年以内に返済予定の

長期借入金 

352百万円 

長期借入金 1,058百万円 

計 1,410百万円 

1年以内に返済予定の

長期借入金 

378百万円 

長期借入金 756百万円 

計 1,134百万円 

1年以内に返済予定の

長期借入金 

378百万円 

長期借入金 946百万円 

計 1,324百万円 

（注）なお、上記以外に連結上相殺消去され

ている関係会社株式745百万円を担保に供し

ています。対応する債務は上記金額に含まれ

ています。 

（注）なお、上記以外に連結上相殺消去され

ている関係会社株式802百万円を担保に供し

ています。対応する債務は上記金額に含まれ

ています。 

（注）なお、上記以外に連結上相殺消去され

ている関係会社株式  802百万円を担保に供

しています。対応する債務は上記金額に含ま

れています。 

※３     ─────── ※３ 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

理をしています。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ます。 

受取手形     200百万円 

※３     ─────── 

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 固定資産売却益の内訳は、機械装置及

び運搬具0百万円などです。 

※２ 固定資産廃棄損の内訳は、機械装置及

び運搬具136百万円などです。 

※３ 固定資産売却損の内訳は、機械装置及

び運搬具0百万円などです。 

※１ 固定資産売却益の内訳は、機械装置及

び運搬具3万円などです。 

※２ 固定資産廃棄損の内訳は、機械装置及

び運搬具11百万円などです。 

※３ 固定資産売却損の内訳は、機械装置及

び運搬具0百万円などです。 

※１ 固定資産売却益の内訳は、その他（機

械装置及び運搬具）1百万円などで

す。 

※２ 固定資産廃棄損の内訳は、機械装置及

び運搬具143百万円などです。 

※３ 固定資産売却損の内訳は、その他(土

地・建物)15百万円などです。 
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（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．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

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

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（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。 

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

 発行済株式     

   普通株式 12,300,000 － － 12,300,000 

合計 12,300,000 － － 12,300,000 

 自己株式         

   普通株式 120 － － 120 

合計 120 － － 120 

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８日 

定時株主総会 
普通株式 209 17  平成18年３月31日  平成18年６月９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６日 

取締役会 
普通株式 172 利益剰余金 14  平成18年９月30日  平成18年11月28日

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） 

※  現金及び預金勘定と一致しています。 ※      同    左 ※      同    左 

- 23 -



（有価証券関係） 

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 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

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 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

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 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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） 

株式 66 162 96 

債券 － － － 

その他 － － － 

合計 66 162 96 

 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 
40 

 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） 

株式 1,497 1,395 △102 

債券 － － － 

その他 － － － 

合計 1,497 1,395 △102 

 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 
40 

 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） 

株式 67 224 157 

債券 － － － 

その他 － － － 

合計 67 224 157 

 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 
40 
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（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度のいずれにおいてもデリバティブ取引につい

てはヘッジ会計が適用されていますので、注記の対象から除外しています。 

（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、製品の種類、性質などの類似性を考慮して、区分しています。 

２．各事業の主な内容 

３．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3)⑤に記載のとおり、前連結会計年度よ

り、国内連結子会社の一部において、役員退職慰労金の計上基準を支出時の費用として処理する方法から内

規にもとづく期末要支給額を引当計上する方法に変更しています。従って、前中間連結会計期間は従来の方

法によっており、変更後の方法を採用した場合と比較して、「運輸事業」の営業費用は１百万円減少し、営

業利益は同額多く計上されています。  

 
高純度薬品
事業 

（百万円） 

運輸事業 
（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 
7,875 1,490 68 9,433 － 9,433 

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

282 2,424 77 2,784 (2,784) － 

計 8,157 3,914 145 12,217 (2,784) 9,433 

 営業費用 7,009 3,660 133 10,803 (2,777) 8,025 

営業利益 1,147 254 12 1,414 (6) 1,408 

（1）高純度薬品事業………… 高純度薬品の製造・販売 

（2）運輸事業………………… 化学薬品等の輸送・保管・通関業務など 

（3）その他事業……………… 自動車整備、保険代理 
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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、製品の種類、性質などの類似性を考慮して、区分しています。 

２．各事業の主な内容 

３．会計方針の変更（当中間連結会計期間） 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3)③に記載のとおり、当中間連結会計期

間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しています。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「運輸事業」の営業費用は11百万円増加し、営業利益が同

額減少しています。 

４．事業区分の変更 

 化成品販売業を営む星青国際貿易（上海）有限公司の新規連結に伴い、当社グループの事業区分の見直し

を行った結果、事業の業績をより適切に反映する集計単位とするため、従来、運輸事業で集計していた化成

品販売業を、当中間連結会計期間より、高純度薬品事業へと事業区分の変更をしています。 

 なお、前中間連結会計期間および前連結会計年度のセグメント情報を、当中間連結会計期間において用い

た事業区分の方法により区分すると次のようになります。 

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） 

 
高純度薬品
事業 

（百万円） 

運輸事業 
（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 
9,112 1,521 88 10,721 － 10,721 

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

－ 1,842 81 1,923 (1,923) － 

計 9,112 3,363 169 12,645 (1,923) 10,721 

 営業費用 7,654 3,205 155 11,015 (1,927) 9,088 

営業利益 1,457 158 13 1,629 3 1,633 

（1）高純度薬品事業………… 高純度薬品の製造・販売 

（2）運輸事業………………… 化学薬品等の輸送・保管・通関業務など 

（3）その他事業……………… 自動車整備、保険代理 

 
高純度薬品
事業 

（百万円） 

運輸事業 
（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 
7,875 1,490 68 9,433 － 9,433 

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

－ 1,397 77 1,475 (1,475) － 

計 7,875 2,888 145 10,909 (1,475) 9,433 

 営業費用 6,696 2,667 133 9,497 (1,471) 8,025 

営業利益 1,178 221 12 1,411 (3) 1,408 
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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） 

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、製品の種類、性質などの類似性を考慮して、区分しています。 

２．各事業の主な内容 

  

 
高純度薬品
事業 
（百万円） 

運輸事業
(百万円) 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

Ⅰ．売上高および営業損益       

売上高       

（1）外部顧客に対する売上高 16,554 3,262 138 19,954 － 19,954 

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 2,881 152 3,033 (3,033) － 

計 16,554 6,143 290 22,988 (3,033) 19,954 

営業費用 14,265 5,693 270 20,230 (3,047) 17,182 

営業利益 2,288 450 19 2,758 13 2,772 

 
高純度薬品
事業 
（百万円） 

運輸事業
(百万円) 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

Ⅰ．売上高および営業損益       

売上高       

（1）外部顧客に対する売上高 16,554 3,262 138 19,954 － 19,954 

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
661 5,350 152 6,165 (6,165) － 

計 17,216 8,613 290 26,120 (6,165) 19,954 

営業費用 15,001 8,089 270 23,361 (6,179) 17,182 

営業利益 2,214 524 19 2,758 13 2,772 

（1）高純度薬品事業………… 高純度薬品の製造・販売 

（2）運輸事業………………… 化学薬品等の輸送・保管・通関業務など 

（3）その他事業……………… 自動車整備、保険代理 
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【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） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．区分に属する国または地域 

アジア諸国…………シンガポール、中国 

３．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3)⑤に記載のとおり、前連結会計年度よ

り、国内連結子会社の一部において、役員退職慰労金の計上基準を支出時の費用として処理する方法から内

規にもとづく期末要支給額を引当計上する方法に変更しています。従って、前中間連結会計期間は従来の方

法によっており、変更後の方法を採用した場合と比較して、「日本」の営業費用は１百万円減少し、営業利

益は同額多く計上されています。 

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．地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．区分に属する国または地域 

アジア諸国…………シンガポール、中国 

３．会計方針の変更（当中間連結会計期間） 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3)③に記載のとおり、当中間連結会計期

間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しています。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は11百万円増加し、営業利益が同額減

少しています。 

 
日本 

（百万円） 
アジア諸国
(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 9,124 309 9,433 － 9,433 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
150 635 786 (786) － 

計 9,274 945 10,220 (786) 9,433 

営業費用 7,934 874 8,809 (783) 8,025 

営業利益 1,340 70 1,410 (2) 1,408 

 
日本 

（百万円） 
アジア諸国
(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 10,308 413 10,721 － 10,721 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
188 957 1,146 (1,146) － 

計 10,496 1,371 11,868 (1,146) 10,721 

営業費用 9,025 1,210 10,236 (1,147) 9,088 

営業利益 1,471 160 1,631 1 1,633 
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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．地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．区分に属する国または地域 

アジア諸国…………シンガポール、中国 

 
日本 

（百万円） 
アジア諸国
(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 19,327 627 19,954 － 19,954 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
331 1,448 1,779 (1,779) － 

計 19,658 2,075 21,734 (1,779) 19,954 

営業費用 16,957 2,002 18,960 (1,777) 17,182 

営業利益 2,700 73 2,774 (2) 2,772 
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【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） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．各区分に属する主な国または地域 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。 

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．地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．各区分に属する主な国または地域 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。 

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．地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．各区分に属する主な国または地域 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。 

 アジア諸国 北米 欧州諸国 その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 2,076 318 222 0 2,618 

Ⅱ．連結売上高（百万円）     9,433 

Ⅲ．海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
22.0 3.4 2.4 0.0 27.8 

（1）アジア諸国………… 韓国、台湾、中国、マレーシア、香港、タイ、シンガポール他 

（2）北米………………… 米国、カナダ 

（3）欧州諸国…………… イタリア、ドイツ、イギリス、フランス他 

（4）その他の地域……… オーストラリア 

 アジア諸国 北米 欧州諸国 その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 2,729 511 255 2 3,498 

Ⅱ．連結売上高（百万円）     10,721 

Ⅲ．海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
25.4 4.8 2.4 0.0 32.6 

（1）アジア諸国………… 韓国、台湾、中国、タイ、シンガポール他 

（2）北米………………… 米国 

（3）欧州諸国…………… ドイツ、イギリス他 

（4）その他の地域……… オーストラリア 

 アジア諸国 北米 欧州諸国 その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 4,584 746 404 10 5,745 

Ⅱ．連結売上高（百万円）     19,954 

Ⅲ．海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
23.0 3.7 2.0 0.1 28.8 

（1）アジア諸国………… 韓国、台湾、中国、マレーシア、香港、タイ、シンガポール他 

（2）北米………………… 米国 

（3）欧州諸国…………… ドイツ、イギリス他 

（4）その他の地域……… オーストラリア 
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（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

（重要な後発事象）  

 該当事項はありません。 

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 1,003円25銭

１株当たり中間純利益  57円42銭

１株当たり純資産額      1,102円94銭

１株当たり中間純利益    76円55銭

１株当たり純資産額      1,056円14銭

１株当たり当期純利益 114円93銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

については、潜在株式が存在していないため

記載していません。 

同     左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式が存在していないため

記載していません。 

   

 
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） 706 941 1,435 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 22 

 （うち利益処分による役員賞与金） (－)  (－)  (22) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
706 941 1,413 

期中平均株式数（千株） 12,299 12,299 12,299 
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５．生産、受注および販売の状況  
（1）生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

（注）１．金額は販売価格によっています。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

（2）受注実績 

主として見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

（3）販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しています。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

事業の種類別セグメントの名称 
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）

高純度薬品事業(百万円) 7,755 8,745 17,374

運輸事業(百万円) － － －

その他事業(百万円) － － －

合計(百万円) 7,755 8,745 17,374

事業の種類別セグメント
の名称 

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）

増減率
（％） 

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）

高純度薬品事業     

 表面処理(百万円) 481 538 12.1 962

 フロン(百万円) 787 679 △13.6 1,495

 電池(百万円) 827 1,012 22.5 1,851

 半導体・液晶(百万円) 3,611 4,171 15.5 7,575

 半導体装置(百万円) 551 793 44.1 1,204

 反応触媒(百万円) 441 479 8.8 940

 土壌改良剤(百万円) 94 22 △76.6 147

 その他(百万円) 666 776 16.5 1,401

 小計(百万円) 7,460 8,474 13.6 15,577

 商品(百万円) 414 637 53.9 976

 合計(百万円) 7,875 9,112 15.7 16,554

運輸事業(百万円) 1,490 1,521 2.1 3,262

その他事業(百万円) 68 88 29.2 138

合計(百万円) 9,433 10,721 13.7 19,954
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