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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 12,561 17.2 1,770 8.4 1,752 8.5 1,079 14.7

18年９月中間期 10,721 13.7 1,633 16.0 1,615 14.8 941 33.3

19年３月期 21,917 － 3,249 － 3,283 － 1,805 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 87 77 －  

18年９月中間期 76 55 －  

19年３月期 146 83 －  

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 45百万円 18年９月中間期 46百万円 19年３月期 94百万円

(2）連結財政状態

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

19年９月中間期 35,025 15,475 42.8 1,219 55

18年９月中間期 31,156 14,122 43.5 1,102 94

19年３月期 33,673 14,914 42.4 1,161 32

（参考）自己資本 19年９月中間期 15,000百万円 18年９月中間期 13,566百万円 19年３月期 14,284百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

19年９月中間期 2,005 △3,140 1,415 1,199

18年９月中間期 1,599 △3,965 2,102 685

19年３月期 3,535 △6,115 2,530 901

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － 14 00 － 19 00 33 00

20年３月期 － 14 00 － －

20年３月期（予想） － － － 19 00 33 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 25,591 16.8 3,055 △6.0 3,008 △8.4 1,823 0.9 148 21
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、17ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」および29ページ「セグメント情

報」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 12,300,000株 18年９月中間期 12,300,000株 19年３月期 12,300,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 120株 18年９月中間期 120株 19年３月期 120株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 9,510 9.1 1,156 △9.6 1,195 △9.6 719 △6.9

18年９月中間期 8,719 15.2 1,279 19.0 1,322 19.9 773 38.0

19年３月期 17,788 － 2,279 － 2,429 － 1,237 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 58 54

18年９月中間期 62 86

19年３月期 100 64

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 23,955 14,061 58.7 1,143 22

18年９月中間期 21,078 13,517 64.1 1,099 01

19年３月期 23,295 13,768 59.1 1,119 43

（参考）自己資本 19年９月中間期 14,061百万円 18年９月中間期 13,517百万円 19年３月期 13,768百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 19,133 7.6 1,907 △16.4 2,006 △17.4 1,163 △6.1 94 55

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。業績予想の前提

となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績(1)経営成績に関

する分析」をご確認ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格・素材価格の高騰等により、先行き不透明感が漂う状況な

がらも、堅調な企業業績を背景に、設備投資や雇用環境の改善もあり、景気は回復基調を辿りました。

　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も、事業拠点の拡充等により売上高は順調に推移しま

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125億61百万円（前年同期比17.2％増）、連結中間営

業利益は17億70百万円（同8.4％増）、連結中間経常利益は17億52百万円（同8.5％増）、連結中間純利益は10億79

百万円（同14.7％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。

＜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49億95百万円（前年同期比

19.8％増）、電池部門は、携帯電話向けリチウムイオン二次電池用電解質が順調に推移し、売上高13億18百万円

（同30.1％増）となりました。その結果、セグメント別売上高は104億60百万円（同14.8％増）、営業利益は14億

83百万円（同1.7％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部門別売上高が順調に推移し、売上高は20億9百万円

（前年同期比32.1％増）、営業利益は２億69百万円（同70.2％増）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業収入が堅調に推移しました。その結果、売上

高は91百万円（前年同期比3.5％増）となり、営業利益は17百万円（同31.5％増）となりました。

(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、サブプ

ライムローン問題による米国経済の減速等により、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19年４月27日）のとお

り、連結売上高は255億91百万円（前期比16.8％増）、連結営業利益が30億55百万円（同6.0％減）、連結経常利

益が30億8百万円（同8.4％減）、連結当期純利益は18億23百万円（同0.9％増）を見込んでいます。

　＜当社グループの連結業績見通し＞

当期予想 前期実績 対前期比

百万円 百万円 ％

売　　上　　高 25,591 21,917 116.8

営　業　利　益 3,055 3,249 94.0

経　常　利　益 3,008 3,283 91.6

当 期 純 利 益 1,823 1,805 100.9

　＜当社の業績見通し＞

当期予想 前期実績 対前期比

百万円 百万円 ％

売　　上　　高 19,133 17,788 107.6

営　業　利　益 1,907 2,279 83.6

経　常　利　益 2,006 2,429 82.6

当 期 純 利 益 1,163 1,237 93.9
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(2）財政状態に関する分析

  当中間連結会計期間末の総資産は350億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億52百万円増加しました。主

な増加要因は、売上高増加にともなう受取手形及び売掛金の増加（6億53百万円）等です。

　当中間連結会計期間末の負債合計は195億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億91百万円増加しました。

主な要因は、設備支払手形が減少（11億60百万円）しましたが、支払手形決済等の資金調達を行ったため有利子負

債が増加（17億71百万円）したことによるものです。

　当中間連結会計期間末の純資産は154億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億61百万円増加しました。

主な増加要因は中間純利益によるものです。

（キャッシュ・フローについて）

  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11億99百万円となり、前連結会

計年度末より２億97百万円増加しました。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20億５百万円（前年同期比４億６百万円の収入増加）となりました。主な収入要

因は、税金等調整前中間純利益18億１百万円（同２億３百万円増加）、減価償却費10億24百万円（同32百万円増

加）です。主な支出要因は、法人税等の支払い５億21百万円（同70百万円支出減少）、売上債権の増加６億26百万

円（同56百万円支出減少）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31億40百万円（同８億25百万円の支出減少）となりました。主な支出要因は前連

結会計年度の三宝工場の新プラント建設にかかった設備資金の支払手形が決済されたことによる支出です。

【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14億15百万円（同６億87百万円の収入減少）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）22億37百万円（同７億77百万円の収入減少）、支出要因は長期借入金の返済10億78百

万円（同３億38百万円の支出増加）、配当金の支払のための支出２億32百万円（同23百万円の支出増加）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。

 
第62期

平成17年３月期
第63期

平成18年３月期
第64期

平成19年３月期
第65期中間

平成19年９月期

自己資本比率（％） 49.4 47.6 42.4 42.8

時価ベースの自己資本比率（％） 123.3 264.4 140.3 102.7

キャッシュ・フロー有利子負債比率（年） 2.6 3.1 3.5 3.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 28.2 17.6 16.3 15.0

自己資本比率：自己資本／総資産

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

（注）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）利益配分に関する基本方針および当期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と考え、安定した配当を継続的に行うことを基本方針としてい

ます。

  なお、当中間期の配当につきましては前中間期と同額の14円としました。また、通期の配当につきましては、33

円（期末配当19円）を予定しています。
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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ください。

a)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

売上高に占める割合は45.4％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。

b)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、

毒劇物製造販売登録をはじめ、その取り扱いについての法規制を受けています。また、一部のフッ化物には、輸

出の際に「外国為替及び外国貿易法」等、安全保障貿易管理制度にもとづく規制を受けています。

c)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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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社、子会社７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

容としている他、一部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。

（１）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、シリコンウェハ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、携帯電話、デジタルカメラ、ノート型パソコン、電動アシスト自転

車、ハイブリッド車などに使われるリチウムイオン二次電池用の電解質、その他、ステンレスなどの金属の表面

処理剤、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、ブルーエキスプレス㈱、星青国際貿

易（上海）有限公司、フェクト㈱、ステラファーマ㈱

（２）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

（３）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㈱

〔事業系統図〕

 海外 

STELLA CHEMIFA 

SINGAPORE PTE LTD 

（製造・販売） 

STELLA EXPRESS 

（SINGAPORE）PTE LTD 

（物流） 

※１フェクト㈱（製造・販売） 

中国 

シンガポール 

韓国 

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） 
当
社
（
製
造
・
販
売
） 

国内・海外ユーザー 

国内 

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） 

 原料 

 運送 

 BNCT 事業 

 業務委託 

原料 

原料 

製品 

製品 

ステラファーマ㈱ 

（医薬品研究） 

（注）　無印　連結子会社

　　　　※１　関連会社で持分法適用会社
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３．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、幾多の星の中で最も強く輝く星のように、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。そして常に挑戦し続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。

 

(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、ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）を高水準で維持していく

ことを重要な経営目標指標としています。

 

(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高純度薬品事業における更なる飛躍

　当社のコア事業である半導体・液晶部門、エネルギー源として需要増が予想されるリチウムイオン二次電池

用電解質の電池部門などの高純度薬品事業において、トップサプライヤーとしての地位を堅持するために、内

外での確実なマーケットリサーチを行い、国際化、多様化する顧客ニーズを的確に把握し、世界最高レベルで

の生産体制を拡大します。また、既存の商品の用途開発や高付加価値化をはかり、販路拡大、高いシェアの維

持に向けても、積極的に取組みます。

 　②新規事業と研究開発

　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や、保湿剤として効用のあるケア用品の販売事

業の立ち上げは、当社にとって、メディカル、コスメティックの両分野への新たな挑戦となります。従来のフッ

素化学メーカーとしての枠組みを超え、新しい時代にふさわしい、より快適なライフスタイルをトータル的に

提案できるような新規ブランド戦略にも着手していきます。また、今後ますます当社の研究開発を充実させる

ために、研究開発資源の補完としての産学連携をより強化し、技術提携等も視野に入れた取組みを活性化して

いきます。

 　③グループ企業価値の向上

　当社グループは、業界でのリーディングカンパニーの立場を活かし、当社グループとしての収益性の向上を

目指します。高純度薬品事業における、海外拠点はもちろんのこと、運輸事業等における、特殊貨物輸送の強

みを生かしたきめ細やかで、信頼性のあるトータルロジスティックシステムの構築をさらに積極拡大し、効率

的な事業活動を継続していきます。

(5）会社の対処すべき課題

　時代の変化を敏感に感じ取る感性、スピーディーな意思決定や柔軟な発想をもって経営を続けるために、次の課

題に取組み、さらなるグループ企業価値の向上を目指します。

 ①国際ビジネスへの対応

　原料の調達から製造、製品の販売、輸送にいたるまで国内はもちろん、海外にまでグローバルに拡大してい

るビジネス環境下において、変化する国際情勢にアンテナを張り、政策の変更や為替の変動など様々な変化の

動向を注視し、それらから受ける影響を最小限に抑えるために、多角的な原料調達や、生産拠点の分散化等も

視野に入れた各種の方策を検討し、対応します。

 ②多様な人材活性化戦略

事業拡大において、重要な経営資源である「ヒト」を安定的に確保するために、次世代の中核を担う若手人

材の継続的な採用の実施、熟練技術の伝承を行うためのシニアスタッフ雇用制度の拡充、その他ＯＪＴをはじ

め、体系的な教育研修制度の整備など少子高齢化社会に対応する多様な人材活性化戦略を実施します。
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 ③新規事業の加速

主力の高純度薬品事業や運輸業のさらなる拡大を追求しながらも、その枠組みにとらわれることなく、新たな

成長性、収益性を獲得するべく、メディカル事業においては、中性子がん捕捉療法に使用する濃縮ホウ素がん治

療薬および周辺治療機器の開発などをはじめ、コスメティック事業では、保湿剤として効用のあるケア製品の拡

充や、より快適なトータルライフスタイルを提案する事業を展開し、従来にも増して力強い飛躍をはかるために、

経営資源の集中をはかり、新たな事業への進出をさらに加速させていきます。

 ④環境経営の積極的な取組み

　企業の持続と発展は、地球規模の環境の改善、問題の解決なくしてはありえないという認識のもと、既存製品

のリサイクルへの取組み、製品製造過程で排出される排水、廃棄物の削減や、環境負荷の少ない原料の調達など、

製品やサービスをより環境に配慮したものに改善していくとともに、世界的に広がりを見せる環境負荷物質の低

減につながるものづくりに積極的に取組んでいきます。

 ⑤コンプライアンス経営の徹底

　製品の生産、販売、輸出入、輸送、保管等に関わる各種法令の遵守はもちろんのこと、雇用環境、安全衛生、

災害対応等を含めて、コンプライアンスをリスクマネジメントの重要課題と位置づけ、内部統制システムの構築

とともに、各種社内規程を整備・運用し、定期的な内部監査の実施、その運用状況の確認・改善を行います。ま

た、コンプライアンス活動の方向性を提案するコンプライアンス委員会や、規程や制度の運用を啓蒙していくた

めに実施している社内研修等を通じて、当社グループに関わるすべての事業活動に対し、周知徹底していきます。
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４．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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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 685 1,199 901

２．受取手形及び売掛
金

※２ 6,077 6,480 5,827

３．たな卸資産 1,465 1,728 1,472

４．繰延税金資産 99 121 101

５．その他 358 286 474

貸倒引当金 △6 △21 △15

流動資産合計 8,680 27.9 9,793 28.0 8,761 26.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

（1）建物及び構築物 6,457 8,067 6,398

（2）機械装置及び運
搬具

5,397 6,980 5,034

（3）土地 5,535 5,531 5,535

（4）建設仮勘定 1,283 720 4,007

（5）その他 1,183 19,857 1,480 22,780 1,293 22,268

２．無形固定資産 105 119 117

３．投資その他の資産

（1）投資有価証券 1,816 1,500 1,789

（2）その他 739 835 740

貸倒引当金 △43 2,512 △4 2,331 △4 2,525

固定資産合計 22,475 72.1 25,231 72.0 24,911 74.0

資産合計 31,156 100.0 35,025 100.0 33,673 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛
金

1,308 1,808 1,408

２．短期借入金 7,102 10,952 8,649

３．１年以内に返済予
定の長期借入金

 1,384 1,208 1,205

４．未払法人税等 636 662 545

５．賞与引当金 101 138 104

６．役員賞与引当金 11 － －

７．その他 2,328 1,675 3,228

流動負債合計 12,874 41.3 16,445 46.9 15,140 45.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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  3,170 2,111 2,644

２．退職給付引当金 672 646 653

３．役員退職慰労引当
金

290 313 295

４．その他 25 33 23

固定負債合計 4,159 13.4 3,104 8.9 3,617 10.7

負債合計 17,033 54.7 19,550 55.8 18,758 55.7

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 3,180 10.2 3,180 9.1 3,180 9.4

２．資本剰余金 3,288 10.5 3,288 9.4 3,288 9.8

３．利益剰余金 7,123 22.9 8,661 24.7 7,815 23.2

４．自己株式 △0 △0.0 △0 △0.0 △0 △0.0

株主資本合計 13,591 43.6 15,129 43.2 14,283 42.4

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評
価差額金

△61 △0.2 △295 △0.9 △102 △0.3

２．為替換算調整勘定 36 0.1 166 0.5 102 0.3

評価・換算差額等合
計

△25 △0.1 △129 △0.4 0 0.0

Ⅲ　少数株主持分 556 1.8 475 1.4 630 1.9

純資産合計 14,122 45.3 15,475 44.2 14,914 44.3

負債純資産合計 31,156 100.0 35,025 100.0 33,673 100.0
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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 10,721 100.0 12,561 100.0 21,917 100.0

Ⅱ　売上原価 7,897 73.7 9,444 75.2 16,238 74.1

売上総利益 2,823 26.3 3,117 24.8 5,679 25.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

１．役員報酬 175 163 356

２．給料・手当 162 200 323

３．貸倒引当金繰入額 － 5 10

４．賞与引当金繰入額 9 8 8

５．役員賞与引当金繰
入額

11 － －

６．退職給付費用 5 5 13

７．研究開発費 289 411 641

８．その他 536 1,190 11.1 552 1,347 10.7 1,075 2,430 11.1

営業利益 1,633 15.2 1,770 14.1 3,249 14.8

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 3 3 7

２．受取配当金 1 12 13

３．負ののれんの償却
額

1 41 1

４．持分法による投資
利益

46 45 94

５．為替差益 4 － 8

６．雑収入 33 90 0.9 54 157 1.3 150 277 1.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 106 131 235

２．為替差損 － 41 －

３．雑損失 1 108 1.0 1 175 1.4 8 243 1.1

経常利益 1,615 15.1 1,752 14.0 3,283 15.0

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※１ 3 4 8

２．投資有価証券
売却益

 － 50 －

３．貸倒引当金戻入  1 － －

４．受取賠償金 － 4 0.0 20 74 0.5 － 8 0.1

Ⅶ　特別損失

１．固定資産廃棄損 ※２ 16 15 130

２．固定資産売却損 ※３ 0 4 1

３．たな卸資産減耗損 － － 162

４．会員権評価損  － 4 －

５．その他  5 22 0.2 － 25 0.2 3 297 1.4

税金等調整前中間
（当期）純利益

1,598 14.9 1,801 14.3 2,995 13.7

法人税、住民税及
び事業税

616 657 1,096

法人税等調整額 △7 609 5.7 15 673 5.3 △6 1,090 5.0

少数株主利益 47 0.4 47 0.4 98 0.5

中間（当期）純利
益

941 8.8 1,079 8.6 1,805 8.2
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(3) 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（注）   △209  △209

役員賞与（注）   △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（注）     △209

役員賞与（注）     △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

（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す。
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　当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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19年３月31日　残高　　　（百万円） 3,180 3,288 7,815 △0 14,283

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △233  △233

中間純利益   1,079  1,079

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) － － 845 － 845

平成19年９月30日　残高　 　（百万円） 3,180 3,288 8,661 △0 15,129

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19年３月31日　残高　　　（百万円） △102 102 0 630 14,914

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △233

中間純利益     1,079

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）

△193 63 △129 △155 △284

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円) △193 63 △129 △155 561

平成19年９月30日　残高（百万円） △295 166 △129 475 15,475

 

ステラケミファ㈱（4109）　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 13 －



　前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △209  △209

剰余金の配当   △172  △172

役員賞与（注）   △22  △22

連結会社増加に伴う剰余金の変動額   △6  △6

当期純利益   1,805  1,805

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変
動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計（百万円) － － 1,396 － 1,396

平成19年３月31日　残高　 　（百万円） 3,180 3,288 7,815 △0 14,283

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

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △209

剰余金の配当     △172

役員賞与（注）     △22

連結会社増加に伴う剰余金の変動額     △6

当期純利益     1,805

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変
動額（純額）

△195 71 △124 98 △25

連結会計年度中の変動額合計（百万円) △195 71 △124 98 1,370

平成19年３月31日　残高（百万円） △102 102 0 630 14,914

（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す。
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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18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19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18年４月１日

　至　平成19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

1,598 1,801 2,995

減価償却費 992 1,024 2,049

負ののれんの償却額 △1 △41 △1

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

△1 5 △31

賞与引当金の増減額
（減少：△）

11 34 14

役員賞与引当金の増減額
（減少：△）

11 － －

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

△22 △7 △40

役員退職慰労引当金の増減
額（減少：△）

7 18 13

受取利息及び配当金 △4 △15 △21

支払利息 106 131 235

会員権評価損 － 4 －

有形固定資産廃棄損及び売
却損益（益：△）

13 16 122

投資有価証券売却損益
（益：△）

－ △50 －

たな卸資産減耗損 － － 162

持分法による投資利益 △46 △45 △94

為替差損益（益：△） 0 △4 △0

売上債権の増減額
（増加：△）

△683 △626 △363

たな卸資産の増減額
（増加：△）

338 △248 182

仕入債務の増減額
（減少：△）

△83 388 8

その他流動資産の増減額
（増加：△）

△102 45 △59

その他流動負債の増減額
（減少：△）

108 △51 △177

未収消費税等の増減額
（増加：△）

－ 135 △135

未払消費税等の増減額
（減少：△）

11 84 △8

役員賞与の支払額 △12 － △26

その他 22 27 61

小計 2,265 2,628 4,882

利息及び配当金の受取額 19 31 36

利息の支払額 △93 △133 △216

法人税等の支払額 △591 △521 △1,165

営業活動によるキャッシュ・
フロー

1,599 2,005 3,535
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19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18年４月１日

　至　平成19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

△2,525 △3,035 △4,651

有形固定資産の売却による
収入

4 5 12

投資有価証券の取得による
支出

△1,430 △0 △1,431

投資有価証券の売却による
収入

－ 70 －

子会社株式の取得による支
出

△6 △185 △6

その他の投資活動による支
出

△14 △7 △51

その他の投資活動の回収に
よる収入

7 13 11

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△3,965 △3,140 △6,115

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
（減少：△）

3,014 2,237 4,451

長期借入れによる収入 40 492 40

長期借入金の返済による支
出

△739 △1,078 △1,576

少数株主への配当金の支払
額

△3 △2 △3

配当金の支払額 △209 △232 △380

財務活動によるキャッシュ・
フロー

2,102 1,415 2,530

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△2 16 △0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

△266 297 △50

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

946 901 946

Ⅶ　連結範囲変更に伴う増減額 5 － 5

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高

 ※ 685 1,199 901
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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　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  

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　７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㈱、ステラファーマ㈱、

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）有限公司です。

上記のうち、ステラファーマ㈱

については、当中間連結会計期

間において新たに設立したため、

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  

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、当連

結会計年度より連結の範囲に含

めています。

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。

(ロ）　　同　　　　左 (ロ）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。

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、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、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㈱、ス

テラファーマ㈱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。

ステラケミファ㈱（4109）　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 17 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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 ①有価証券 ①有価証券

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

同　　　　左

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）

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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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

(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

（会計方針の変更）

　国内連結子会社の一部において、

法人税法の改正に伴い、当中間連

結会計期間より、平成19年4月1日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法にもとづ

く減価償却の方法に変更していま

す。

　これによる損益に与える影響は

軽微です。

　なお、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。

（追加情報）

　国内連結子会社の一部において、

法人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法もとづく

減価償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上していま

す。

　これによる損益に与える影響は

軽微です。

　なお、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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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。

③役員賞与引当金

───────

③役員賞与引当金

───────

（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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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。

⑤役員退職慰労引当金

　　　同　　　　左

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。

（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。

同　　　　左 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。

（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

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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

 （中間連結貸借対照表）

　　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。

　　　　　　　　　　───────

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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。

　　 　　　─────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当連結会計年度から「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14,284百万

円です。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、改正後の連結財務諸表規

則により作成しています。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※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

22,633百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

21,623百万円

※２　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

※２　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　　　　　　　　　279百万円

※２　連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度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、当連結会計年度の末日

は金融機関の休日であったため、次の連結

会計年度末日満期手形が連結会計年度末残

高に含まれています。

受取手形　　　　　　　　　201百万円

　

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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3百万円などです。

※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、機械装置及

び運搬具4百万円などです。

※２　固定資産廃棄損の内訳は、建物及び構

築物15百万円などです。

※３　固定資産売却損の内訳は、土地・建物4

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8百万円です。

※２　固定資産廃棄損の内訳は、機械装置及

び運搬具96百万円などです。

※３　固定資産売却損の内訳は、機械装置及

び運搬具1百万円です。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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

 
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

２．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

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

（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

（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
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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

 
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

２．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

平成19年５月14日

取締役会
普通株式 233 19  平成19年３月31日  平成19年５月30日

（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

（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19年11月１日

取締役会
普通株式 172 利益剰余金 14  平成19年９月30日  平成19年11月27日
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当連結会計年度増加

株式数（株）

当連結会計年度減少

株式数（株）

当連結会計年度末

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

２．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

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

平成18年11月６日

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

（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翌連結会計年度となるもの

 　　　 次のとおり決議をしました。

（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19年５月14日

取締役会
普通株式 233 利益剰余金 19  平成19年３月31日  平成19年５月30日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　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

※　　　　　　同　　　　左 ※　現金及び現金同等物の期末残高と連結

　　貸借対照表に掲記されている科目の金

　　額との関係

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 685百万円

預入期間が３カ月を超える

定期預金
－百万円

現金及び現金同等物 685百万円

現金及び預金勘定 1,199百万円

預入期間が３カ月を超える

定期預金
－百万円

現金及び現金同等物 1,199百万円

現金及び預金勘定 901百万円

預入期間が３カ月を超える

定期預金
－百万円

現金及び現金同等物 901百万円

（リース取引関係）

　リース取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

開示を省略しています。
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（有価証券関係）

前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

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

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

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

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

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 1,478 980 △498

債券 － － －

その他 － － －

合計 1,478 980 △498

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

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

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

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 1,498 1,326 △171

債券 － － －

その他 － － －

合計 1,498 1,326 △171

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

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（自平成18年４月1日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月1日

至平成19年９月30日）および前連結会計年度（自平成18年４月1日　至平成19年３月31日）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、注記の対象から除いています。

（セグメント情報）

ａ．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18年４月１日　至平成18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

　（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

（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

３．会計方針の変更

　　　「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。
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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 10,460 2,009 91 12,561 － 12,561

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 1,430 75 1,506 (1,506) －

計 10,460 3,439 166 14,067 (1,506) 12,561

営業費用 8,977 3,170 148 12,297 (1,506) 10,791

営業利益 1,483 269 17 1,770 0 1,770

　（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

（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

３．会計方針の変更

　　　「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．(2)①に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当中間連結会計期間より平成19年４月以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法にもと

づく減価償却の方法に変更しています。これによる損益に与える影響は軽微です。

４．追加情報

　　　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法にもとづく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しています。これによる損益に与える影響は

軽微です。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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 18,005 3,763 148 21,917 － 21,917

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 3,077 157 3,235 (3,235) －

計 18,005 6,840 306 25,153 (3,235) 21,917

営業費用 15,227 6,457 280 21,966 (3,297) 18,668

営業利益 2,777 383 26 3,187 62 3,249

　（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

（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

３．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、前連結会計年度より、高純度薬品事業へと事業区分の変更をしています。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

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

　（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

　「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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

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 11,714 847 12,561 － 12,561

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
305 2,090 2,395 (2,395) －

計 12,019 2,937 14,956 (2,395) 12,561

営業費用 10,583 2,605 13,189 (2,397) 10,791

営業利益 1,435 331 1,767 2 1,770

　（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

　　　「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．(2)①に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当中間連結会計期間より平成19年４月以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法にもと

づく減価償却の方法に変更しています。これによる損益に与える影響は軽微です。

４．追加情報

　　　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法にもとづく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しています。これによる損益に与える影響は

軽微です。
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

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 21,281 636 21,917 － 21,917

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
506 2,872 3,379 (3,379) －

計 21,788 3,508 25,297 (3,379) 21,917

営業費用 19,017 2,982 22,000 (3,331) 18,668

営業利益 2,770 526 3,296 (47) 3,249

　（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
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

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

　（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

（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

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19年４月１日　至平成19年９月30日）

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） 3,604 424 323 7 4,359

Ⅱ．連結売上高（百万円） 12,561

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に

占める割合（％）
28.7 3.4 2.6 0.0 34.7

　（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

（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

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18年４月１日　至平成19年３月31日）

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） 5,848 999 546 25 7,418

Ⅱ．連結売上高（百万円） 21,917

Ⅲ．海外売上高の連結売上高に

占める割合（％）
26.7 4.5 2.5 0.1 33.8

　（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

（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

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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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 1,219円55銭

１株当たり中間純利益   87円77銭

１株当たり純資産額 1,161円32銭

１株当たり当期純利益 146円83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。

　（注）１.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 14,122 15,475 14,914

純資産の部の合計額から控除する金額（百

万円）
556 475 630

（うち少数株主持分） (556) (475) (630)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産

額（百万円）
13,566 15,000 14,284

１株当たり純資産額の算定に用いられた中

間期末（期末）の普通株式の数（千株）
12,299 12,299 12,299

　２.１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。

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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） 941 1,079 1,805

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
941 1,079 1,805

期中平均株式数（千株） 12,299 12,299 12,299

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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 380 481 422

２．受取手形 ※４ 1,861 1,796 1,614

３．売掛金 3,367 3,666 3,612

４．たな卸資産 1,208 1,403 1,293

５．繰延税金資産 41 41 33

６．その他 180 113 336

貸倒引当金 △3 △8 △3

流動資産合計 7,038 33.4 7,494 31.3 7,309 31.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

（1）建物及び構築物 3,143 4,682 2,993

（2）機械及び装置 2,742 4,259 2,338

（3）土地 2,644 2,641 2,644

（4）建設仮勘定 1,236 527 3,877

（5）その他 398 538 355

有形固定資産合計 10,166 12,650 12,208

２．無形固定資産 19 14 16

３．投資その他の資産

（1）投資有価証券  3,182 3,051 3,112

（2）繰延税金資産 441 590 454

（3）その他 275 155 193

貸倒引当金 △43 △0 △0

投資その他の資産合
計

3,855 3,797 3,760

固定資産合計 14,040 66.6 16,461 68.7 15,985 68.6

資産合計 21,078 100.0 23,955 100.0 23,295 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 607 822 710

２．買掛金 655 960 1,020

３．短期借入金  2,932 5,310 3,718

４．未払金 989 536 857

５．未払法人税等 549 518 437

６．設備支払手形 616 641 1,698

７．その他 ※３ 102 107 46

流動負債合計 6,452 30.6 8,899 37.1 8,489 36.4
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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  220 110 165

２．退職給付引当金 611 582 593

３．役員退職慰労引当金 259 276 263

４．その他 17 25 15

固定負債合計 1,108 5.3 995 4.2 1,037 4.5

負債合計 7,561 35.9 9,894 41.3 9,526 40.9

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 3,180 15.1 3,180 13.3 3,180 13.7

２．資本剰余金

(1) 資本準備金 3,288 3,288 3,288

資本剰余金合計 3,288 15.6 3,288 13.7 3,288 14.1

３．利益剰余金

(1) 利益準備金 205 205 205

(2) その他利益剰余金

特別償却準備金 6 － 6

別途積立金 5,700 6,500 5,700

繰越利益剰余金 1,203 1,188 1,495

利益剰余金合計  7,114 33.7 7,893 33.0 7,407 31.8

４．自己株式 △0 △0.0 △0 △0.0 △0 △0.0

株主資本合計 13,583 64.4 14,362 60.0 13,875 59.6

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

△65 △0.3 △300 △1.3 △106 △0.5

評価・換算差額等合計 △65 △0.3 △300 △1.3 △106 △0.5

純資産合計 13,517 64.1 14,061 58.7 13,768 59.1

負債純資産合計 21,078 100.0 23,955 100.0 23,295 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 8,719 100.0 9,510 100.0 17,788 100.0

Ⅱ　売上原価 5,572 63.9 6,266 65.9 11,690 65.7

売上総利益 3,147 36.1 3,243 34.1 6,097 34.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,868 21.4 2,087 21.9 3,817 21.5

営業利益 1,279 14.7 1,156 12.2 2,279 12.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 59 0.7 109 1.2 191 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 16 0.2 71 0.8 42 0.2

経常利益 1,322 15.2 1,195 12.6 2,429 13.7

Ⅵ　特別利益 ※３ 0 0.0 52 0.6 1 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 16 0.2 24 0.3 292 1.7

税引前中間（当
期）純利益

1,305 15.0 1,222 12.9 2,138 12.0

法人税、住民税及
び事業税

536 514 881

法人税等調整額 △3 532 6.1 △11 502 5.3 19 900 5.0

中間（当期）純利
益

773 8.9 719 7.6 1,237 7.0
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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（注）       △209 △209  △209

中間純利益       773 773  773

特別償却準備金の取崩（注）     △6  6 －  －

別途積立金の積立（注）      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（注）   △209

中間純利益   773

特別償却準備金の取崩（注）   －

別途積立金の積立（注）   －

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

（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す。
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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19年３月31日　残高　　　

（百万円）
3,180 3,288 3,288 205 6 5,700 1,495 7,407 △0 13,875

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △233 △233  △233

中間純利益       719 719  719

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 △307 486 － 486

平成19年９月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
3,180 3,288 3,288 205 － 6,500 1,188 7,893 △0 14,362

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19年３月31日　残高　　　

（百万円）
△106 △106 13,768

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △233

中間純利益   719

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）
△193 △193 △193

中間会計期間中の変動額　合計

（百万円）
△193 △193 292

平成19年９月30日　残高

　　　　　　 （百万円）
△300 △300 14,061
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）       △209 △209  △209

剰余金の配当       △172 △172  △172

当期純利益       1,237 1,237  1,237

特別償却準備金の取崩（注）     △6  6 －  －

別途積立金の積立（注）      800 △800 －  －

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
          

事業年度中の変動額　合計

（百万円）
－ － － － △6 800 63 856 － 856

平成19年３月31日　残高

　　　　　　 （百万円）
3,180 3,288 3,288 205 6 5,700 1,495 7,407 △0 13,875

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △209

剰余金の配当   △172

当期純利益   1,237

特別償却準備金の取崩（注）   －

別途積立金の積立（注）   －

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△196 △196 △196

事業年度中の変動額　合計

（百万円）
△196 △196 659

平成19年３月31日　残高

　　　　　　 （百万円）
△106 △106 13,768

（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す。
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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(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

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）

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．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
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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

（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
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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

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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。

　　 　　　─────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当事業年度から「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、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の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18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度
（平成19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

18,888百万円 18,654百万円 18,177百万円

　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 

SINGAPORE 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 

SINGAPORE PTE LTD

  2,736百万円

　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 

SINGAPORE PTE LTD

 3,019百万円

※３　消費税等の取扱い ※３　消費税等の取扱い ※３　　　　　───────

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」に含

めて表示しています。

同　　　　左

※４　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

※４　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　　　　　        242百万円

※４　期末日満期手形

　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をしています。

なお、当期末日が金融機関の休日であった

ため、次の期末日満期手形が期末残高に含

まれています。

受取手形　　　　　        179百万円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 18百万円

受取配当金 18百万円

受取賃貸料 51百万円

受取配当金 29百万円

ロイヤリティ収入 56百万円

受取配当金 45百万円

受取賃貸料 36百万円

※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 16百万円 為替差損 29百万円

支払利息 28百万円

賃貸原価 11百万円

支払利息 37百万円

※３　特別利益の主要項目 ※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 投資有価証券売却益 50百万円 貸倒引当金戻入 1百万円

※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 16百万円 固定資産廃棄損 15百万円

固定資産売却損 4百万円

会員権評価損 4百万円

たな卸資産減耗損 162百万円

固定資産廃棄損 130百万円

　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 590百万円

無形固定資産 2百万円

有形固定資産 529百万円

無形固定資産 1百万円

有形固定資産 1,196百万円

無形固定資産 5百万円

ステラケミファ㈱（4109）　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 43 －



（中間株主資本等変動計算書関係）

 前中間会計期間（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

 
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

 当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
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

 前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当事業年度増加株式

数（株）

当事業年度減少株式

数（株）

当事業年度末株式数

（株）

 普通株式　 120 － － 120

 　　　　合計 120 － － 120

（リース取引関係）

　リース取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

表示を省略しています。

　

（有価証券関係）

　前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平

成19年９月30日）および前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）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。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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