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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 19,129 13.4 395 85.8 387 76.2 229 81.6

18年９月中間期 16,870 2.0 213 △23.2 220 △52.7 126 △19.1

19年３月期 34,762 － 532 － 536 － 293 －

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 24 79 － －

18年９月中間期 13 65 － －

19年３月期 31 62 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －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 13,145 4,435 33.7 478 40

18年９月中間期 12,179 4,080 33.5 440 06

19年３月期 12,996 4,269 32.8 460 44

（参考）自己資本 19年９月中間期 4,435百万円 18年９月中間期 4,080百万円 19年３月期 4,269百万円

(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 371 △0 △73 1,738

18年９月中間期 93 △5 △73 1,056

19年３月期 495 △56 △74 1,424

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭
19年３月期 － － 8 00 8 00

20年３月期 － － － －
8 00

20年３月期（予想） － － 8 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 37,000 6.4 670 25.8 670 24.9 400 36.4 43 14
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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、18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の変更」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 10,000,000株 18年９月中間期 10,000,000株 19年３月期 10,000,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 727,560株 18年９月中間期 726,760株 19年３月期 727,560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、26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 18,599 11.5 301 61.6 294 52.8 173 58.8

18年９月中間期 16,682 3.9 186 △28.0 192 △57.0 109 △77.1

19年３月期 34,059 － 457 － 503 － 293 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 18 76

18年９月中間期 11 82

19年３月期 31 68

(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 12,870 4,255 33.1 458 98

18年９月中間期 11,959 3,969 33.2 428 02

19年３月期 12,807 4,160 32.5 448 72

（参考）自己資本 19年９月中間期 4,255百万円 18年９月中間期 3,969百万円 19年３月期 4,160百万円

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 36,000 5.7 520 13.8 570 13.1 340 15.7 36 67

（将来に関する記述等についてのご注意）

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ「１．経営成績　

(1）経営成績に関する分析」をご参照下さい。
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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のわが国経済は、米国景気の減速に伴い輸出が鈍化し、また所得の低迷、税の負担増によって

個人消費が伸び悩みました。一方、薄型テレビやデジタルカメラなどデジタル関連製品は、内外での需要及びメーカー

による新製品の投入が活発に推移したため電子部品・デバイスの在庫調整が進み、さらに、大企業の収益好調の中、

製造業を中心とした設備投資の増勢が維持されました。

　このような状況のもと、当グループの業績は、化成品及び電子材料並びに合成樹脂が好調に推移した結果、売上高

は前中間連結会計期間に比べ13.4％増の19,129百万円となりました。

　利益面につきましては、売上増により営業利益は前中間連結会計期間に比べ85.8％増の395百万円、経常利益は前中

間連結会計期間に比べ76.2％増の387百万円、中間純利益は前中間連結会計期間に比べ81.6％増の229百万円となりま

した。

　

　当グループは、化学品関連事業を主な事業としており、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める

同事業の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメントでの記載を省略しております。そのため、

売上高については次の通り商品別に記載しております。

　

（化成品）

　化成品は、無機化学品が好調に推移したため、前中間連結会計期間に比べ19.3％増の6,886百万円となりました。

 

（合成樹脂）

　合成樹脂は、衛生材料が順調に推移したため、前中間連結会計期間に比べ7.1％増の6,148百万円となりました。

 

（電子材料）

　電子材料は、誘電体材料などが好調に推移したため、前中間連結会計期間に比べ15.1％増の4,526百万円となりま

した。

 

（その他）

　金属鉱産品の輸入取引が増加したため、前中間連結会計期間に比べ10.0％増の1,568百万円となりました。

　今後の見通しにつきましては、サブプライムローン問題の実体経済への影響、原油をはじめとする原材料費の高騰

などによる企業収益への影響、為替変動による景気への影響などが懸念されます。

　このような状況のもと、当グループの通期見通しは、上半期の好調を維持しながらも、景気の動向については慎重

に対処すべき状況にあるため、国内外のネットワーク及びグループ力を最大限活用し、提案型の営業活動を通じて、

電子材料や機能性化学品など新商品並びに新市場の開発に努め、業績の充実を図る所存です。

　なお、通期の売上高は37,000百万円、利益面は営業利益670百万円、経常利益670百万円、当期純利益400百万円を見

込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

　総資産は、前連結会計年度末に比べ148百万円増加して、13,145百万円となりました。増加の主な要因は、現金及び

預金が314百万円増加したことによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末に比べ17百万円減少して、8,709百万円となりました。減少の主な要因は、支払手形及び

買掛金が66百万円減少したことによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ166百万円増加して、4,435百万円となりました。主な増加は中間純利益229百万

円であり、主な減少は剰余金の配当74百万円であります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは371百万円と、前中間連結会計期間に比べ278百万円増加しました。増加の

主な要因は、税金等調整前中間純利益の増加によるものであります。

（投資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・フローは△0百万円と、前中間連結会計期間に比べ４百万円増加しました。増加の主

な要因は、会員権の売却によるものであります。

（財務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・フローは前中間連結会計期間に比べ微増の△73百万円となりました。内容は、配当

金の支払いによるものであります。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月

中間期

自己資本比率(％) 31.4 33.3 35.9 32.8 33.7

時価ベースの自己資本比率(％) 24.2 30.0 34.8 22.5 20.9

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率(％)
52.8 － 70.2 60.5 40.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ(倍)
338.2 － 183.4 196.2 211.6

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

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

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、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・フローを使用しております。

有利子負債は、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おります。ま

た、利払いについては、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おります。

※平成17年３月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレス

ト・カバレッジ・レシオについては記載を省略しております。

※キャッシュ・フロー対有利子負債比率の平成19年９月中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するた

め２倍にしております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を重要政策と考えており、安定配当を考慮しつつも、配当性向や当期業績を勘案し、

年１回の配当を実施することを基本方針としております。なお、内部留保資金につきましては、企業体質強化のため

の投資、海外事業の拡大に活用していく方針であります。

　この方針のもと、当期の配当につきましては１株８円とさせていただく予定であります。

 　

(4）事業等のリスク

　当グループの経営成績に影響をおよぼす可能性があるリスクには以下のものが考えられます。なお、当グループは、

以下のリスク発生の可能性を充分認識し、発生した場合の対応を日常より検討していく所存です。

　以下は、将来に関することでありますが、当該事項は当中間連結会計期間末現在において判断したものであります。

①　信用リスク

　信用リスクにつきましては、当グループの最重要課題として、与信管理及び債権管理を徹底しておりますが、予

測不能な状況の変化により、貸倒損失発生の可能性があります。

②　外貨取引の為替リスク

　当グループは、貿易取引が半分を占めており、そのうち為替リスクのある外貨建取引が約45％ありますが、うち

自社リスクは約15％であります。主な通貨は、米ドル、ユーロ、豪ドルなどであります。

③　カントリー・リスク

　当グループは、イスラエルをはじめ中近東との取引が約８％ありますが、中東の政治情勢が変化した場合、取引

の成約及び債権回収等に影響をうける可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、親会社及び子会社６社で構成され、化成品、合成樹脂、電子材料の輸出入及び国内販売を

行う化学品関連事業を主な事業の内容とし、更に、その他事業として非金属鉱産品、機械等の輸出入、国内販売を行っ

ております。

　主な事業の内容と各事業における当社及び関係会社の位置付け等は次の通りであります。

区分 主要品目 会社名

化学品関連事業

顔料、塩ビ安定剤、触媒、その他の有機・無機化学品で構成

する化成品

塩化ビニール樹脂等の汎用樹脂、機能性樹脂等の特殊樹脂、

反射シート・衛生材料等の樹脂製品で構成する合成樹脂

誘電体材料、光学電子機器用材料、金・銀系導電材料及び電

子機器部品で構成する電子材料

化学品原料

当社

堺化学工業㈱

SAKAI TRADING NEW YORK INC.

SAKAI AUSTRALIA PTY LTD.

SAKAI TRADING EUROPE GmbH

韓国堺商事㈱

堺商事貿易（上海）有限公司

台湾堺股份有限公司

その他事業

グラナイト・蛭石等の非金属鉱産品

産業機械

食品添加物その他

当社

　企業集団についての事業系統図は、次の通りであります。

 

堺化学工業株式会社 

（親会社） 

当社 

SAKAI TRADING NEW YORK INC. 
（連結子会社） 

 

堺商事貿易（上海）有限公司 
（非連結子会社） 

 

台湾堺股有限公司 
（非連結子会社） 

SAKAI AUSTRALIA PTY LTD. 
（連結子会社） 

 

SAKAI TRADING EUROPE GmbH 
（連結子会社） 

 

韓国堺商事株式会社 
（非連結子会社） 

国
内 

海
外 

海
外
ユ
ー
ザ
ー 

国
内
ユ
ー
ザ
ー 

　（注）すべての非連結子会社は、持分法を適用しておりません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当グループは、「社会にとって存在感のある企業を、社員にとって働き甲斐のある会社を目指す。」ことを経営理

念としております。

　化学品を中心とした商社活動を通じて、国内、海外のユーザーのニーズに的確に応えていくことによって存在感の

ある企業を目指します。

　また、株主、投資家、取引先、社員そして地域社会など、ステークホルダーとの共存共栄を行動指針として、企業

の社会的責任を果たします。

(2）目標とする経営指標

　高付加価値商品の拡販による利益の向上(収益性)と経営資源の集中(資本の効率)を経営戦略に掲げており、経営指

標として株主資本利益率(ROE)の向上を目指します。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　平成19年４月より、「中期経営計画21－Ⅳ」をスタートさせました。化学品を中心とした専門商社として、「高度

情報化社会」「高齢化社会」「環境」「アジア及び中近東市場」を成長分野並びに成長市場と定め、経営資源の集中

を図って盤石な経営基盤を確立します。

　また、電子材料や機能性材料などの高付加価値商品の拡販による利益の向上を営業戦略の一つに掲げ、企業価値の

増大を目指します。

(4）会社の対処すべき課題

　専門商社として、信頼性・専門性・国際性の向上を図り、より一層企業価値を高めるため、以下の施策に取り組み

ます。

①　顧客第一をモットーに、提案型の創造集団を確立します。

②　海外ネットワークを活用して、グループの総合力を強化します。

③　有能な人材の確保とプロフェッショナルの育成に取り組みます。

④　財務報告の信頼性の確保と法令遵守を始め、内部統制システムの構築を推進します。

⑤　「かけがえのない地球を後世に引き継ぐ為、化学品を中心とした事業活動のあらゆる面で“人と環境にやさしい

行動”に努める。」を環境方針と定め、グループを挙げて環境の改善に努めます。
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   1,056,460   1,738,150   1,424,081  

２　受取手形及び売掛金 ※３  9,315,449   9,613,888   9,751,396  

３　たな卸資産   743,045   840,847   838,387  

４　その他   318,622   221,472   242,325  

貸倒引当金   △47,845   △33,289   △49,286  

流動資産合計   11,385,732 93.5  12,381,068 94.2  12,206,905 93.9

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物  60,765   54,496   57,418   

(2）土地  72,068   72,068   72,068   

(3）その他  35,650 168,483  31,902 158,467  35,275 164,761  

２　無形固定資産   62,763   41,637   52,725  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  331,594   340,824   346,848   

(2）その他  298,094   289,017   291,353   

貸倒引当金  △67,536 562,151  △65,321 564,520  △65,805 572,396  

固定資産合計   793,398 6.5  764,624 5.8  789,883 6.1

資産合計   12,179,131 100.0  13,145,693 100.0  12,996,789 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買掛金 ※３  7,233,401   7,841,855   7,908,384  

２　短期借入金   300,000   300,000   300,000  

３　賞与引当金   77,174   90,000   97,250  

４　役員賞与引当金   10,200   10,500   21,000  

５　その他   301,072   329,773   230,476  

流動負債合計   7,921,848 65.0  8,572,128 65.3  8,557,111 65.9

Ⅱ　固定負債           

１　退職給付引当金   81,586   58,273   63,915  

２　役員退職慰労引当金   68,368   52,915   78,871  

３　その他   26,549   26,410   27,448  

固定負債合計   176,504 1.5  137,600 1.0  170,236 1.3

負債合計   8,098,352 66.5  8,709,729 66.3  8,727,348 67.2

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   820,000 6.7  820,000 6.2  820,000 6.3

２　資本剰余金   697,471 5.7  697,471 5.3  697,471 5.4

３　利益剰余金   2,631,242 21.6  2,953,558 22.5  2,797,836 21.5

４　自己株式   △150,226 △1.2  △150,466 △1.2  △150,466 △1.2

株主資本合計   3,998,487 32.8  4,320,564 32.8  4,164,841 32.0

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評

価差額金
  99,154 0.8  102,707 0.8  107,265 0.8

２　繰延ヘッジ損益   860 0.0  300 0.0  344 0.0

３　為替換算調整勘定   △17,724 △0.1  12,392 0.1  △3,011 △0.0

評価・換算差額等合計   82,290 0.7  115,400 0.9  104,599 0.8

純資産合計   4,080,778 33.5  4,435,964 33.7  4,269,440 32.8

負債・純資産合計   12,179,131 100.0  13,145,693 100.0  12,996,789 100.0
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   16,870,875 100.0  19,129,853 100.0  34,762,163 100.0

Ⅱ　売上原価   15,832,820 93.8  17,933,175 93.7  32,597,768 93.8

売上総利益   1,038,055 6.2  1,196,677 6.3  2,164,394 6.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  825,007 4.9  800,872 4.2  1,632,002 4.7

営業利益   213,048 1.3  395,805 2.1  532,392 1.5

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  992   3,667   2,863   

２　受取配当金  3,111   3,624   4,951   

３　為替差益  －   1,686   －   

４　損害賠償金  9,100   －   33,800   

５　その他  4,938 18,142 0.1 2,694 11,673 0.0 10,264 51,880 0.2

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  1,021   1,754   2,526   

２　売上割引  5,010   7,759   11,884   

３　ファクタリング保証料  3,460   6,106   7,131   

４　たな卸資産評価損  279   3,018   －   

５　子会社支援損  －   －   19,862   

６　その他  1,266 11,039 0.1 954 19,593 0.1 6,385 47,789 0.1

経常利益   220,151 1.3  387,886 2.0  536,482 1.6

Ⅵ　特別利益           

１　貸倒引当金戻入益  －   16,158   －   

２　会員権売却益  － － － 2,721 18,879 0.1 － － －

Ⅶ　特別損失           

　　会員権評価損  － － － 1,557 1,557 0.0 － － －

税金等調整前中間
（当期）純利益

  220,151 1.3  405,208 2.1  536,482 1.6

法人税、住民税及
び事業税

 93,558   175,306   246,191   

法人税等調整額  － 93,558 0.6 － 175,306 0.9 △2,895 243,295 0.7

中間（当期）純利益   126,593 0.7  229,902 1.2  293,186 0.9
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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（千円）  820,000 697,471 2,599,835 △150,226 3,967,080

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当 （注） － － △74,185 － △74,185

役員賞与金 （注） － － △21,000 － △21,000

中間純利益  － － 126,593 － 126,593

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
（千円）

 － － 31,407 － 31,407

平成18年９月30日残高（千円）  820,000 697,471 2,631,242 △150,226 3,998,487

 

 評価・換算差額等

純資産合計

 
その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

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（千円）  103,062 － △14,343 88,719 4,055,800

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当 （注） － － － － △74,185

役員賞与金 （注） － － － － △21,000

中間純利益  － － － － 126,593

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）

 △3,907 860 △3,381 △6,428 △6,428

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

 △3,907 860 △3,381 △6,428 24,979

平成18年９月30日残高（千円）  99,154 860 △17,724 82,290 4,080,778

　（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あります。
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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）

 

 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（千円）  820,000 697,471 2,797,836 △150,466 4,164,841

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当  － － △74,179 － △74,179

中間純利益  － － 229,902 － 229,902

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
（千円）

 － － 155,722 － 155,722

平成19年９月30日残高（千円）  820,000 697,471 2,953,558 △150,466 4,320,564

 

 評価・換算差額等

純資産合計

 
その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

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（千円）  107,265 344 △3,011 104,599 4,269,440

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当  － － － － △74,179

中間純利益  － － － － 229,902

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）

 △4,558 △43 15,403 10,801 10,801

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

 △4,558 △43 15,403 10,801 166,523

平成19年９月30日残高（千円）  102,707 300 12,392 115,400 4,435,964
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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（千円）  820,000 697,471 2,599,835 △150,226 3,967,080

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当 （注） － － △74,185 － △74,185

役員賞与金 （注） － － △21,000 － △21,000

当期純利益  － － 293,186 － 293,186

自己株式の取得  － － － △240 △240

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
（千円）

 － － 198,001 △240 197,761

平成19年３月31日残高（千円）  820,000 697,471 2,797,836 △150,466 4,164,841

 

 評価・換算差額等

純資産合計

 
その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

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（千円）  103,062  △14,343 88,719 4,055,800

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当 （注） － － － － △74,185

役員賞与金 （注） － － － － △21,000

当期純利益  － － － － 293,186

自己株式の取得  － － － － △240

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

 4,203 344 11,332 15,879 15,879

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

 4,203 344 11,332 15,879 213,640

平成19年３月31日残高（千円）  107,265 344 △3,011 104,599 4,269,440

　（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あります。
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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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１　税金等調整前中間(当期)純利益  220,151 405,208 536,482

２　減価償却費  19,500 19,281 40,227

３　貸倒引当金の増加(△減少)額  21,856 △16,638 21,401

４　賞与引当金の増加(△減少)額  △1,035 △7,293 19,000

５　役員賞与引当金の増加(△減少)額  10,200 △10,500 21,000

６　退職給付引当金の増加(△減少)額  2,466 △5,642 △15,203

７　役員退職慰労引当金の増加(△減少)額  7,800 △25,956 18,303

８　受取利息及び受取配当金  △4,103 △7,292 △7,815

９　支払利息  1,021 1,754 2,526

10　為替差損(△差益)  510 △3,799 △1,993

11　有形固定資産売却益  － △8 －

12　有形固定資産売却損  193 － 329

13　有形固定資産廃棄損  215 284 873

14　会員権売却益  － △2,721 －

15　会員権評価損  － 1,557 －

16　売上債権の減少(△増加)額  △816,252 186,405 △1,246,094

17　たな卸資産の減少(△増加)額  △30,221 21,117 △106,419

18　その他の営業資産の減少(△増加)額  △42,308 △1,300 26,046

19　仕入債務の増加(△減少)額  905,219 △86,546 1,544,793

20　その他の営業負債の増加(△減少)額  △229 5,858 △21,098

21　役員賞与の支払額  △21,000 － △21,000

22　その他  △5,103 11,599 9,399

小計  268,880 485,366 820,759

23　利息及び配当金の受取額  4,103 7,292 7,815

24　利息の支払額  △1,021 △1,754 △2,526

25　法人税等の支払額  △178,706 △119,639 △330,410

営業活動によるキャッシュ・フロー  93,256 371,264 495,638

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１　有形固定資産の取得による支出  △4,264 △837 △11,384

２　有形固定資産の売却による収入  736 8 1,007

３　無形固定資産の取得による支出  － － △44,580

４　会員権の売却による収入  － 3,571 －

５　投資有価証券の取得による支出  △1,608 △1,701 △3,115

６　貸付金の回収による収入  517 1,210 2,309

７　その他  △530 △2,474 △1,178

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,149 △223 △56,942

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　自己株式の取得による支出  － － △240

２　配当金の支払額  △73,945 △73,735 △74,132

財務活動によるキャッシュ・フロー  △73,945 △73,735 △74,372

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  936 16,762 18,396

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加(△減少)額  15,098 314,068 382,719

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,041,362 1,424,081 1,041,362

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
(期末)残高

※１ 1,056,460 1,738,150 1,424,081
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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

 
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

(1）連結子会社の数　３社

・SAKAI TRADING

NEW YORK INC.

・SAKAI AUSTRALIA 

PTY LTD.

・SAKAI TRADING 

EUROPE GmbH

(1）連結子会社の数　３社

同左

(1）連結子会社の数　３社

同左

 

 (2）非連結子会社の数３社

・韓国堺商事㈱

・堺商事貿易（上海）

有限公司

・台湾堺股份有限公司

(2）非連結子会社の数３社

同左

(2）非連結子会社の数３社

同左

 （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、

中間純損益及び利益剰余

金等は、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

あります。

（連結の範囲から除いた理

由）

同左

（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、

当期純損益及び利益剰余

金等は、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あり

ます。

２　持分法の適用に関する

事項

持分法を適用していない下

記の非連結子会社３社は、

中間連結純損益及び連結利

益剰余金等に及ぼす影響が

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

ております。

・韓国堺商事㈱

・堺商事貿易（上海）

有限公司

・台湾堺股份有限公司

同左 持分法を適用していない下

記の非連結子会社３社は、

連結当期純損益及び連結利

益剰余金等に及ぼす影響が

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

ております。

・韓国堺商事㈱

・堺商事貿易（上海）

有限公司

・台湾堺股份有限公司

３　連結子会社の中間決算

日（事業年度末日）等

に関する事項

全ての連結子会社（下記３

社）の中間決算日は、６月

30日であります。

・SAKAI TRADING

NEW YORK INC.

・SAKAI AUSTRALIA 

PTY LTD.

・SAKAI TRADING 

EUROPE GmbH

中間連結財務諸表の作成に

当たっては、個々の中間決

算日現在の中間財務諸表を

使用し、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調

整を行っております。

同左 全ての連結子会社（下記３

社）の決算日は、12月31日

であります。

・SAKAI TRADING

NEW YORK INC.

・SAKAI AUSTRALIA 

PTY LTD.

・SAKAI TRADING 

EUROPE GmbH

連結財務諸表の作成に当

たっては、個々の決算日現

在の財務諸表を使用し、連

結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結

上必要な調整を行っており

ます。
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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
（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

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算期末日の

市場価格等に基づ

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）

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場

価格等に基づく時

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）

 時価のないもの

移動平均法による

原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ②　たな卸資産

主として移動平均法

による低価法

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

同左

 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

当社は定率法によっ

ており、在外連結子

会社は、定額法に

よっております。

なお、耐用年数につ

いては以下の通りで

あります。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

当社は定率法によっ

ており、在外連結子

会社は、定額法に

よっております。

なお、耐用年数につ

いては以下の通りで

あります。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

当社は定率法によっ

ており、在外連結子

会社は、定額法に

よっております。

なお、耐用年数につ

いては以下の通りで

あります。

建物及び

構築物
８～39年

その他 ２～20年

建物及び

構築物
８～39年

その他 ２～20年

建物及び

構築物
８～39年

その他 ２～20年

  （追加情報）　

当社は、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、

改正前の法人税法に

基づく減価償却の方

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

ております。

これによる損益に与

える影響は、軽微で

あります。
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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
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ②　無形固定資産

定額法によっており

ます。

なお、ソフトウェア

（自社利用分）につ

いては、社内におけ

る利用可能期間（５

年）に基づく定額法

によっております。

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、

一般債権については

貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定

の債権については個

別に回収可能性を検

討し、回収不能見込

額を計上しておりま

す。

(3）重要な引当金の

計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の

計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

従業員に対して支給

する賞与の支出に充

てるため、賞与支給

見込額に基づき計上

しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

 ③　役員賞与引当金

役員賞与の支出に備

えて、当連結会計年

度における支給見込

額の当中間連結会計

期間負担額を計上し

ております。

③　役員賞与引当金

役員賞与の支出に備

えて、当連結会計年

度における支給見込

額の当中間連結会計

期間負担額を計上し

ております。

③　役員賞与引当金

役員賞与の支出に備

えて、当連結会計年

度における支給見込

額に基づき計上して

おります。

 （会計方針の変更）

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）を適用しており

ます。これにより、

営業利益、経常利益

及び税金等調整前中

間純利益は、それぞ

れ10,200千円減少し

ております。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、

「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

用しております。こ

れにより、営業利益、

経常利益及び税金等

調整前当期純利益は、

従来に比べて、それ

ぞれ21,000千円減少

しております。
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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
（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

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

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

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

れる額を計上してお

ります。

④　退職給付引当金

同左

④　退職給付引当金

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

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき計上しておりま

す。

 

⑤　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、

内規に基づく中間期

末要支給額を計上し

ております。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

⑤　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、

内規に基づく期末要

支給額を計上してお

ります。

 (4）中間連結財務諸表の作

成の基礎となった連結

会社の中間財務諸表の

作成に当たって採用し

た重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準

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

益として処理しており

ます。なお、在外子会

社等の資産、負債、収

益及び費用は、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

定に含めております。

(4）中間連結財務諸表の作

成の基礎となった連結

会社の中間財務諸表の

作成に当たって採用し

た重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準

同左

(4）連結財務諸表の作成の

基礎となった連結会社

の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の

基準

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

して処理しております。

なお、在外子会社等の

資産、負債、収益及び

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

換算調整勘定に含めて

おります。

 (5）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

よっております。

また、為替予約が付

されている外貨建金

銭債権債務について

は、振当処理を行っ

ております。

(5）重要なヘッジ会計

の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5）重要なヘッジ会計

の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左
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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
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ②　ヘッジ手段とヘッジ

対象

ヘッジ手段

為替予約取引

ヘッジ対象

輸出取引による外

貨建売上債権、輸

入取引による外貨

建仕入債務等及び

外貨建予定取引

②　ヘッジ手段とヘッジ

対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ

対象

同左

 ③　ヘッジ方針

輸出入取引に係る為

替変動のリスク回避

のため、外貨建の債

権及び債務について

実需原則に基づき為

替予約取引を利用し

ており、投機目的の

ための為替予約等取

引は行わない方針で

あります。

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

為替予約の締結時に

リスク管理方針に

従って、外貨建によ

る同一金額で同一期

日の為替予約をそれ

ぞれ振当てているた

め、その後の為替相

場の変動による相関

関係は完全に確保さ

れており、その判断

をもって有効性の判

定に代えております。

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

 (6）その他中間連結財務諸

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

消費税等の会計処理は、

税抜方式によっており

ます。

(6）その他中間連結財務諸

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

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

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

中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

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おり

ます。

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及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

投資からなっております。
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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

 
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

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

当社は定率法によっ

ており、在外連結子

会社は、定額法に

よっております。

なお、耐用年数につ

いては以下の通りで

あります。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

当社は定率法によっ

ており、在外連結子

会社は、定額法に

よっております。

なお、耐用年数につ

いては以下の通りで

あります。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

当社は定率法によっ

ており、在外連結子

会社は、定額法に

よっております。

なお、耐用年数につ

いては以下の通りで

あります。

 建物及び

構築物
８～39年

その他 ２～20年

建物及び

構築物
８～39年

その他 ２～20年

（会計方針の変更）　

当社は、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

正後の法人税法に基

づく減価償却の方法

に変更しております。

これによる損益に与

える影響は、軽微で

あります。

建物及び

構築物
８～39年

その他 ２～20年
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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
（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より、

「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平

成17年12月９日）及び「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」（企業会計基準適

用指針第８号　平成17年12

月９日）を適用しておりま

す。

これまでの資本の部の合計

に 相 当 す る 金 額 は 、

4,079,918千円であります。

また、前中間連結会計期間

において「流動負債」の

「その他」に含めて表示し

ておりました「繰延ヘッジ

利益」は、当中間連結会計

期間から税効果調整後の金

額を「評価・換算差額等」

の内訳科目の「繰延ヘッジ

損益」として表示しており

ます。

なお、前中間連結会計期間

の繰延ヘッジ利益について、

当中間連結会計期間と同様

の方法によった場合の金額

は1,792千円であります。

中間連結財務諸表規則の改

正に伴い、当中間連結会計

期間における中間連結財務

諸表は、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成し

ております。

―

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準）

当連結会計年度より、「貸

借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「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」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９

日）を適用しております。

これまでの資本の部の合計

に 相 当 す る 金 額 は 、

4,269,096千円であります。

また、前連結会計年度にお

いて「流動負債」の「その

他」に含めて表示しており

ました「繰延ヘッジ利益」

は、当連結会計年度から税

効果調整後の金額を「評

価・換算差額等」の内訳科

目の「繰延ヘッジ損益」と

して表示しております。

なお、前連結会計年度の繰

延ヘッジ利益について、当

連結会計年度と同様の方法

によった場合の金額は71千

円であります。

連結財務諸表規則の改正に

伴い、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正

後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

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）

─  (中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間において、営業外収益の「その他」

に含めて表示しておりました「為替差益」(前中間連結会

計期間673千円)は、営業外収益総額の100分の10を超えた

ため、当中間連結会計期間より区分掲記することといた

しました。
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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）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

は、168,501千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

は、173,423千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

は、174,084千円であります。

　２　輸出手形割引高は、77,807千円

であります。

　２　輸出手形割引高は、52,947千円

であります。

　２　輸出手形割引高は、41,199千円

であります。

※３　中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、満期日

に決済が行われたものとして処

理しております。

なお、当中間連結会計期間末日

が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

高から除かれております。

※３　中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、当中間

連結会計期間末日が金融機関の

休日でしたが、満期日に決済が

行われたものとして処理してお

ります。

なお、当中間連結会計期間末日

満期手形は次の通りであります。

※３　連結会計年度末日満期手形の会

計処理については、当連結会計

年度末日が金融機関の休日でし

たが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。

なお、当連結会計年度末日満期

手形は次の通りであります。

受取手形 169,153千円

支払手形 88,187千円

受取手形 222,505千円

支払手形 116,951千円

受取手形 199,933千円

支払手形 107,335千円

 

（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　販売費及び一般管理費のうち主

要なものは次の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要なものは次の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要なものは次の通りであります。

従業員給与

手当
245,550千円

賞与引当金

繰入額
77,174千円

役員賞与引当

金繰入額
10,200千円

退職給付引当

金繰入額
25,397千円

役員退職慰労

引当金繰入額
7,800千円

貸倒引当金

繰入額
32,607千円

従業員給与

手当
248,880千円

賞与引当金

繰入額
90,000千円

役員賞与引当

金繰入額
10,500千円

退職給付引当

金繰入額
16,278千円

役員退職慰労

引当金繰入額
6,581千円

従業員給与

手当
495,908千円

賞与引当金

繰入額
97,250千円

役員賞与引当

金繰入額
21,000千円

退職給付引当

金繰入額
29,636千円

役員退職慰労

引当金繰入額
18,303千円

貸倒引当金

繰入額
32,401千円

　２　法人税、住民税及び事業税

税効果会計の適用に当たり「簡

便法」を採用しておりますので、

法人税等調整額を含めた金額で、

一括掲記しております。

　２　法人税、住民税及び事業税

同左

―
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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　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（千株） 10,000 － － 10,000

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（千株） 726 － － 726

３　配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日

定時株主総会
普通株式 74,185 8.00 平成18年３月31日 平成18年６月28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）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（千株） 10,000 － － 10,000

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（千株） 727 － － 727

３　配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月８日

取締役会
普通株式 74,179 8.00 平成19年３月31日 平成19年６月11日

堺商事㈱(9967)　平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 21 －



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　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 10,000 － － 10,000

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 726 0 － 727

 （変動事由の概要）

 　単元未満株式の買取りによる増加　　　0千株

３　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
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日

定時株主総会
普通株式 74,185 8.00 平成18年３月31日 平成18年６月28日

　(2) 基準日が当連結会計年度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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成19年５月８日

取締役会
普通株式 利益剰余金 74,179 8.00 平成19年３月31日 平成19年６月11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）

※１　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

※１　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

※１　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

現金及び

預金勘定
1,056,460千円

現金及び現金

同等物
1,056,460千円

現金及び

預金勘定
1,738,150千円

現金及び現金

同等物
1,738,150千円

現金及び

預金勘定
1,424,081千円

現金及び現金

同等物
1,424,081千円

（リース取引関係）

　該当事項はありません。
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（有価証券関係）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分

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）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

中間連結
貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間連結
貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結
貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

株式 89,019 257,077 168,058 92,227 266,307 174,079 90,525 272,332 181,806

２　時価評価されていない「その他有価証券」の内容

種類

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）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

中間連結貸借対照表計
上額（千円）

中間連結貸借対照表計
上額（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

非上場株式 21,051 21,051 21,051

３　有価証券の減損処理

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）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

有価証券の減損に当たっては、回復可

能性があると認められる場合を除き、

中間連結会計期間末における時価が取

得原価より50％以上下落した場合に行

うこととしております。

また、中間連結会計期間末における時

価が取得原価より30％以上50％未満下

落した場合にも、対象銘柄の過去の株

価推移等を検討し総合的に判断した上

で、減損処理を行うこととしておりま

す。

同左 有価証券の減損に当たっては、回復可

能性があると認められる場合を除き、

連結会計年度末における時価が取得原

価より50％以上下落した場合に行うこ

ととしております。

また、連結会計年度末における時価が

取得原価より30％以上50％未満下落し

た場合にも、対象銘柄の過去の株価推

移等を検討し総合的に判断した上で、

減損処理を行うこととしております。

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

区分 種類

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）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

契約
額等

（千円）

時価
（千円）

評価
損益

（千円）

契約
額等

（千円）

時価
（千円）

評価
損益

（千円）

契約
額等

（千円）

時価
（千円）

評価
損益

（千円）

市場取

引以外

の取引

為替予約

取引
         

売建          

米ドル 14,899 15,869 △970 16,578 16,152 426 7,700 7,965 △264

豪ドル 2,058 2,208 △149 4,462 4,654 △191 1,736 1,874 △137

ユーロ 7,054 7,369 △315 8,522 9,006 △483 986 1,037 △50

合計 24,012 25,448 △1,436 29,563 29,813 △249 10,423 10,877 △453

　（注）１　時価の算定は、先物為替相場を使用しております。

２　ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。
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（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（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）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「化学品関連事業」の割合が、いずれも90％を超

えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「化学品関連事業」の割合が、いずれも90％を超

えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「化学品関連事業」

の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

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）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

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）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

 東南アジア 北米 ヨーロッパ 中近東 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,342,202 925,006 467,518 1,248,241 603,934 5,586,903

Ⅱ　連結売上高（千円）      16,870,875

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
13.9 5.5 2.7 7.4 3.6 33.1

　（注）１　海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2）各区分に属する主な国又は地域

東南アジア …… 台湾、韓国、中国

北米 …… アメリカ合衆国

ヨーロッパ …… ドイツ、イタリア、イギリス

中近東 …… イスラエル、トルコ、ヨルダン

その他の地域 …… オーストラリア
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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）

 東南アジア 北米 ヨーロッパ 中近東 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,222,085 1,424,307 400,845 1,472,084 744,688 6,264,010

Ⅱ　連結売上高（千円）      19,129,853

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
11.6 7.4 2.1 7.7 3.9 32.7

　（注）１　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2）各区分に属する主な国又は地域

東南アジア …… 韓国、台湾、中国

北米 …… アメリカ合衆国

ヨーロッパ …… ドイツ、イギリス、クロアチア

中近東 …… イスラエル、トルコ、ヨルダン

その他の地域 …… オーストラリア

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）

 東南アジア 北米 ヨーロッパ 中近東 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 4,615,621 1,985,675 934,597 2,381,831 1,119,862 11,037,588

Ⅱ　連結売上高（千円）      34,762,163

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
13.3 5.7 2.7 6.9 3.2 31.8

　（注）１　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2）各区分に属する主な国又は地域

東南アジア …… 韓国、台湾、中国

北米 …… アメリカ合衆国

ヨーロッパ …… ドイツ、イギリス、イタリア

中近東 …… イスラエル、トルコ、サウジアラビア

その他の地域 …… オーストラリア
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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 440円06銭

１株当たり中間純利益 13円65銭

１株当たり純資産額 478円40銭

１株当たり中間純利益 24円79銭

１株当たり純資産額 460円44銭

１株当たり当期純利益 31円62銭

　（注）１　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　算定上の基礎

(1）１株当たり純資産額

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)

純資産の部の合計額(千円) 4,080,778 4,435,964 4,269,440

普通株式に係る中間期末(期末)

の純資産額(千円)
4,080,778 4,435,964 4,269,440

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(株)

9,273,240 9,272,440 9,272,440

 

(2）１株当たり中間（当期）純利益

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)

中間(当期)純利益(千円) 126,593 229,902 293,186

普通株式に係る中間(当期)

純利益(千円)
126,593 229,902 293,186

普通株式の期中平均株式数(株) 9,273,240 9,272,440 9,272,840

堺商事㈱(9967)　平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 26 －



５．中間財務諸表
(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 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

１　現金及び預金 879,914   1,279,827   1,211,840   

２　受取手形 1,993,815   2,121,850   2,094,305   

３　売掛金 7,552,517   7,869,357   7,999,803   

４　たな卸資産 341,708   510,495   387,383   

５　その他 293,158   200,345   221,278   

貸倒引当金 △49,000   △35,000   △51,000   

流動資産合計  11,012,114 92.1  11,946,875 92.8  11,863,612 92.6

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産          

(1）土地 72,068   72,068   72,068   

(2）その他 82,506   73,952   79,808   

計 154,574   146,020   151,876   

２　無形固定資産 62,763   41,637   52,725   

３　投資その他の資産          

(1）投資有価証券 278,129   287,358   293,383   

(2）その他 518,029   512,544   510,593   

貸倒引当金 △66,060   △63,645   △64,222   

計 730,098   736,257   739,754   

固定資産合計  947,435 7.9  923,914 7.2  944,356 7.4

資産合計  11,959,550 100.0  12,870,790 100.0  12,807,968 100.0

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１　支払手形 462,514   524,119   511,396   

２　輸入引受手形 101,541   204,290   459,938   

３　買掛金 6,586,770   7,059,632   6,888,388   

４　短期借入金 300,000   300,000   300,000   

５　未払法人税等 98,001   143,588   95,228   

６　賞与引当金 75,000   87,000   96,000   

７　役員賞与引当金 10,200   10,500   21,000   

８　その他 179,884   148,160   105,049   

流動負債合計  7,813,911 65.3  8,477,291 65.8  8,477,001 66.2

Ⅱ　固定負債          

１　退職給付引当金 81,586   58,273   63,915   

２　役員退職慰労引当金 68,368   52,915   78,871   

３　その他 26,549   26,410   27,448   

固定負債合計  176,504 1.5  137,600 1.1  170,236 1.3

負債合計  7,990,416 66.8  8,614,891 66.9  8,647,237 67.5
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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 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１　資本金  820,000 6.9  820,000 6.4  820,000 6.4

２　資本剰余金          

(1）資本準備金 697,400   697,400   697,400   

(2）その他資本剰余金 71   71   71   

資本剰余金合計  697,471 5.8  697,471 5.4  697,471 5.5

３　利益剰余金          

(1）利益準備金 111,950   111,950   111,950   

(2）その他利益剰余金          

別途積立金 2,100,000   2,300,000   2,100,000   

繰越利益剰余金 289,924   373,935   474,165   

利益剰余金合計  2,501,874 20.9  2,785,885 21.7  2,686,115 21.0

４　自己株式  △150,226 △1.2  △150,466 △1.2  △150,466 △1.2

株主資本合計  3,869,119 32.4  4,152,891 32.3  4,053,120 31.7

Ⅱ　評価・換算差額等          

１　その他有価証券評価差額金  99,154 0.8  102,707 0.8  107,265 0.8

２　繰延ヘッジ損益  860 0.0  300 0.0  344 0.0

評価・換算差額等合計  100,015 0.8  103,007 0.8  107,610 0.8

純資産合計  3,969,134 33.2  4,255,899 33.1  4,160,730 32.5

負債・純資産合計  11,959,550 100.0  12,870,790 100.0  12,807,968 100.0
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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 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  16,682,988 100.0  18,599,915 100.0  34,059,449 100.0

Ⅱ　売上原価  15,775,859 94.6  17,600,748 94.6  32,180,090 94.5

売上総利益  907,128 5.4  999,167 5.4  1,879,358 5.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  720,677 4.3  697,873 3.8  1,422,353 4.2

営業利益  186,451 1.1  301,293 1.6  457,005 1.3

Ⅳ　営業外収益          

受取利息 92   2,050   870   

受取配当金 3,111   3,624   62,153   

その他 13,286 16,490 0.1 4,288 9,963 0.1 41,444 104,468 0.3

Ⅴ　営業外費用          

支払利息 1,021   1,754   2,506   

その他 9,353 10,375 0.1 15,293 17,048 0.1 55,068 57,574 0.1

経常利益  192,566 1.1  294,209 1.6  503,899 1.5

Ⅵ　特別利益          

貸倒引当金戻入益 －   16,576   －   

会員権売却益 － － － 2,721 19,298 0.1 － － －

Ⅶ　特別損失          

会員権評価損 － － － 1,557 1,557 0.0 － － －

税引前中間（当期）純利益  192,566 1.1  311,950 1.7  503,899 1.5

法人税、住民税及び事業税 83,000   138,000   211,000   

法人税等調整額 － 83,000 0.5 － 138,000 0.8 △907 210,092 0.6

中間（当期）純利益  109,566 0.6  173,950 0.9  293,807 0.9
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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

 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円)  820,000 697,400 71 697,471

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当 （注） － － － －

役員賞与金 （注） － － － －

別途積立金の積立 （注） － － － －

中間純利益  － － － －

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
（千円）

 － － － －

平成18年９月30日残高(千円)  820,000 697,400 71 697,471

 

 株主資本

 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

 別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円)  111,950 1,600,000 775,543 2,487,493 △150,226 3,854,739

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当 （注） － － △74,185 △74,185 － △74,185

役員賞与金 （注） － － △21,000 △21,000 － △21,000

別途積立金の積立 （注） － 500,000 △500,000 － － －

中間純利益  － － 109,566 109,566 － 109,566

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
（千円）

 － 500,000 △485,619 14,380 － 14,380

平成18年９月30日残高(千円)  111,950 2,100,000 289,924 2,501,874 △150,226 3,869,119

 

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円)  103,062 － 103,062 3,957,801

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当 （注） － － － △74,185

役員賞与金 （注） － － － △21,000

別途積立金の積立 （注） － － － －

中間純利益  － － － 109,566

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額)

 △3,907 860 △3,047 △3,047

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

 △3,907 860 △3,047 11,332

平成18年９月30日残高(千円)  99,154 860 100,015 3,969,134

　（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あります。
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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

 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(千円)  820,000 697,400 71 697,471

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当  － － － －

別途積立金の積立  － － － －

中間純利益  － － － －

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
（千円）

 － － － －

平成19年９月30日残高(千円)  820,000 697,400 71 697,471

 

 株主資本

 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

 別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(千円)  111,950 2,100,000 474,165 2,686,115 △150,466 4,053,120

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当  － － △74,179 △74,179 － △74,179

別途積立金の積立  － 200,000 △200,000 － － －

中間純利益  － － 173,950 173,950 － 173,950

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
（千円）

 － 200,000 △100,229 99,770 － 99,770

平成19年９月30日残高(千円)  111,950 2,300,000 373,935 2,785,885 △150,466 4,152,891

 

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円)  107,265 344 107,610 4,160,730

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当  － － － △74,179

別途積立金の積立  － － － －

中間純利益  － － － 173,950

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額)

 △4,558 △43 △4,602 △4,602

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

 △4,558 △43 △4,602 95,168

平成19年９月30日残高(千円)  102,707 300 103,007 4,255,899
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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

 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円)  820,000 697,400 71 697,471

事業年度中の変動額      

剰余金の配当 （注） － － － －

役員賞与金 （注） － － － －

別途積立金の積立 （注） － － － －

当期純利益  － － － －

自己株式の取得  － － － －

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
（千円）

 － － － －

平成19年３月31日残高(千円)  820,000 697,400 71 697,471

 

 株主資本

 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

 別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円)  111,950 1,600,000 775,543 2,487,493 △150,226 3,854,739

事業年度中の変動額        

剰余金の配当 （注） － － △74,185 △74,185 － △74,185

役員賞与金 （注） － － △21,000 △21,000 － △21,000

別途積立金の積立 （注） － 500,000 △500,000 － － －

当期純利益  － － 293,807 293,807 － 293,807

自己株式の取得  － － － － △240 △240

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
（千円）

 － 500,000 △301,378 198,621 △240 198,381

平成19年３月31日残高(千円)  111,950 2,100,000 474,165 2,686,115 △150,466 4,053,120

 

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円)  103,062 － 103,062 3,957,801

事業年度中の変動額      

剰余金の配当 （注） － － － △74,185

役員賞与金 （注） － － － △21,000

別途積立金の積立 （注） － － － －

当期純利益  － － － 293,807

自己株式の取得  － － － △240

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額(純額)

 4,203 344 4,547 4,547

事業年度中の変動額合計
（千円）

 4,203 344 4,547 202,928

平成19年３月31日残高(千円)  107,265 344 107,610 4,160,730

　（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あります。
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