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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 39,080 12.4 784 47.3 752 40.2 388 32.5

19年３月期 34,762 6.8 532 1.4 536 △23.9 293 △4.8

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 41 89 － － 8.8 5.7 2.0

19年３月期 31 62 － － 7.0 4.4 1.5

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －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

20年３月期 13,454 4,527 33.7 488 32

19年３月期 12,996 4,269 32.8 460 44

（参考）自己資本 20年３月期 4,527百万円 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

20年３月期 480 △54 △74 1,776

19年３月期 495 △56 △74 1,424

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年３月期 － － 8 00 8 00 74 25.3 1.8
20年３月期 － － 8 00 8 00 74 19.1 1.7

21年３月期（予想） － － 8 00 8 00 － 15.5 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 20,500 7.2 410 3.6 400 3.1 240 4.4 25 88

通　期 42,000 7.5 830 5.8 800 6.4 480 23.6 51 77
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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）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（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、14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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） 20年３月期 10,000,000株 19年３月期 10,000,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 728,436株 19年３月期 727,560株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 38,420 12.8 644 40.9 659 30.9 350 19.4

19年３月期 34,059 7.3 457 △8.8 503 △27.4 293 △53.9

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 37 84 － －

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

20年３月期 13,250 4,382 33.1 472 63

19年３月期 12,807 4,160 32.5 448 72

（参考）自己資本 20年３月期 4,382百万円 19年３月期 4,160百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 20,200 8.6 370 22.8 370 25.8 220 26.5 23 73

通　期 41,500 8.0 750 16.4 750 13.7 450 28.2 48 53

（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

　当連結会計年度のわが国経済は、設備投資と新興国を中心とした外需に支えられ、拡大を続けてきましたが、2008

年に入り、サブプライムローン問題が深刻化する中で米国経済が急減速し、円高の進行と原油・原材料高によって企

業収益が悪化するとともに、設備投資も減速するなど、景気は下降局面に入りました。 

このような状況ではありましたが、当グループは電子材料や機能性材料などを戦略商品と定め、商品群の拡大に取

り組むとともに、海外拠点を効果的に活用し新市場の開拓に努めるなど、経営資源を集中的に投入し拡販に注力して

まいりました。その結果、電子材料及び合成樹脂並びに化成品が総じて好調に推移し、売上高は前連結会計年度に比

べ12.4％増の39,080百万円となりました。

利益面につきましては、売上高の伸長と経費の節減に努めた結果、前連結会計年度に比べ営業利益が47.3％増の784

百万円、経常利益が40.2％増の752百万円、当期純利益が32.5％増の388百万円となりました。

　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、営業利益及び全セグメント

の資産の金額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、無機化学品を中心に増販に努めた結果、前連結会計年度に比べ9.0％増の13,397百万円となりました。

（合成樹脂）

　合成樹脂は、衛生材料を中心に拡販に注力した結果、前連結会計年度に比べ11.5％増の13,029百万円となりました。

（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、前連結会計年度に比べ19.4％増の9,210百万円となりました。

（その他）

　金属鉱産品の輸入取引が増加したため、前連結会計年度に比べ11.9％増の3,442百万円となりました。

　次期の見通しにつきましては、米国の景気後退や円高の進展による輸出の減速、原油・原材料高による企業収益へ

の影響、更には物価高、株安などによる個人消費への影響など、景気の後退が懸念されます。 

　このような状況のもと、景気動向には危機感を持って当たり、提案型の営業活動をより一層推し進めてまいります。

また、引き続き、電子材料や機能性材料など新商品の開発に注力するとともに、国内外のネットワーク及びグループ

力を最大限活用し新市場の開拓に努め、営業基盤の充実を図る所存であります。 

(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457百万円増加して、13,454百万円となりました。増加の主な要因は、現金及び

預金が352百万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199百万円増加して、8,927百万円となりました。増加の主な要因は支払手形及び

買掛金が158百万円増加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258百万円増加して、4,527百万円となりました。主な増加は当期純利益388百万

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、税金等調整前当期純利益が771百万円となりましたが、法人税等の支払い

が271百万円あったことなどにより480百万円となり、前連結会計年度に比べ15百万円減少いたしました。

（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、投資有価証券の取得により35百万円、無形固定資産の取得により14百万

円の支出があったことなどにより△54百万円となり、前連結会計年度に比べ２百万円増加いたしました。

（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、配当金の支払いなどにより△74百万円となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ352百万円増加し、1,776

百万円となりました。
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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20年３月期

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 19.4

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（％）
52.8 － 70.2 60.5 62.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
338.2 － 183.4 196.2 124.4

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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主の皆様に対する安定した利益還元を重要な経営課題の一つと位置付けたうえで、財務体質の強化と営

業基盤の拡大に必要な内部留保の充実を図るとともに、利益動向や経営環境を勘案し、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。

　当期の剰余金の配当につきましては、上記方針のもと１株当たり８円としております。なお、次期の配当につきま

しても当期同様、１株８円を予定しております。

(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、当該事項は当連結会計年度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

　貿易取引が売上高の約50％を占めておりますが、売上高の約３％に当たる取引が、為替変動の影響を受ける可能

性があります。

　なお、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９％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、食品添加物等の輸出入、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

非金属鉱産品

食品添加物

産業機械その他

当社

 

国
内 

海
外 

（親会社） 

堺化学工業株式会社 

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
ユ
ー
ザ
ー 

海
外
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。

 

堺商事㈱（9967）　平成 20 年３月期決算短信

－ 5 －



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、より一層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一層強化します。

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はじめとした、内部統制システムの構築を更に推し進めます。

⑤　「かけがえのない地球を後世に引き継ぐため、化学品を中心とした事業活動のあらゆる面で、環境負荷低減に

繋がる商品の開拓とその販売推進に努める。」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．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）

当連結会計年度

（平成20年３月31日）
比較増減

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

１　現金及び預金   1,424,081   1,776,294   352,213

２　受取手形及び売掛金 ※３  9,751,396   9,938,185   186,788

３　たな卸資産   838,387   832,051   △6,336

４　繰延税金資産   80,886   78,532   △2,354

５　その他   161,439   175,883   14,444

貸倒引当金   △49,286   △35,651   13,634

流動資産合計   12,206,905 93.9  12,765,296 94.9  558,391

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産          

(1）建物及び構築物  149,125   149,542   417  

減価償却累計額  △91,707 57,418  △97,567 51,974  △5,860 △5,443

(2）車両及び運搬具  26,491   23,995   △2,496  

減価償却累計額  △14,994 11,497  △13,342 10,652  1,651 △844

(3）工具器具及び備品  91,160   78,489   △12,670  

減価償却累計額  △67,382 23,777  △59,552 18,937  7,830 △4,840

(4）土地   72,068   71,092   △976

有形固定資産合計   164,761   152,657   △12,104

２　無形固定資産          

ソフトウェア   52,725   44,202   △8,523

無形固定資産合計   52,725   44,202   △8,523

３　投資その他の資産          

(1）投資有価証券 ※１  346,848   290,860   △55,988

(2）繰延税金資産   36,978   13,998   △22,980

(3）その他 ※１  254,375   248,662   △5,712

貸倒引当金   △65,805   △61,148   4,656

投資その他の資産

合計
  572,396   492,372   △80,024

固定資産合計   789,883 6.1  689,231 5.1  △100,651

資産合計   12,996,789 100.0  13,454,528 100.0  457,739
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）

当連結会計年度

（平成20年３月31日）
比較増減

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１　支払手形及び買掛金 ※３  7,908,384   8,067,276   158,892

２　短期借入金   300,000   300,000   －

３　未払法人税等   104,202   169,525   65,323

４　賞与引当金   97,250   88,198   △9,052

５　役員賞与引当金   21,000   19,500   △1,500

６　その他   126,274   145,147   18,873

流動負債合計   8,557,111 65.9  8,789,648 65.3  232,536

Ⅱ　固定負債          

１　退職給付引当金   63,915   51,394   △12,521

２　役員退職慰労引当金   78,871   58,971   △19,900

３　その他   27,448   27,024   △424

固定負債合計   170,236 1.3  137,391 1.0  △32,845

負債合計   8,727,348 67.2  8,927,039 66.3  199,691

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１　資本金   820,000 6.3  820,000 6.1  －

２　資本剰余金   697,471 5.4  697,471 5.2  －

３　利益剰余金   2,797,836 21.5  3,112,028 23.1  314,191

４　自己株式   △150,466 △1.2  △150,722 △1.1  △256

株主資本合計   4,164,841 32.0  4,478,777 33.3  313,935

Ⅱ　評価・換算差額等          

１　その他有価証券

評価差額金
  107,265 0.8  54,313 0.4  △52,951

２　繰延ヘッジ損益   344 0.0  △1,829 △0.0  △2,174

３　為替換算調整勘定   △3,011 △0.0  △3,772 △0.0  △761

評価・換算差額等

合計
  104,599 0.8  48,711 0.4  △55,887

純資産合計   4,269,440 32.8  4,527,488 33.7  258,047

負債・純資産合計   12,996,789 100.0  13,454,528 100.0  457,739
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(2）連結損益計算書

  

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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

比較増減

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

Ⅰ　売上高   34,762,163 100.0  39,080,417 100.0  4,318,253

Ⅱ　売上原価   32,597,768 93.8  36,720,172 94.0  4,122,403

売上総利益   2,164,394 6.2  2,360,244 6.0  195,849

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,632,002 4.7  1,576,047 4.0  △55,955

営業利益   532,392 1.5  784,196 2.0  251,804

Ⅳ　営業外収益          

１　受取利息  2,863   8,788   5,924  

２　受取配当金  4,951   6,006   1,054  

３　仕入割引  －   2,693   2,693  

４　損害賠償金  33,800   －   △33,800  

５　その他  10,264 51,880 0.2 2,736 20,225 0.0 △7,527 △31,655

Ⅴ　営業外費用          

１　支払利息  2,526   3,860   1,334  

２　ファクタリング

保証料
 7,131   20,094   12,963  

３　売上割引  11,884   15,878   3,993  

４　子会社支援損  19,862   －   △19,862  

５　その他  6,385 47,789 0.1 12,375 52,208 0.1 5,990 4,418

経常利益   536,482 1.6  752,213 1.9  215,730

Ⅵ　特別利益          

１　貸倒引当金戻入益  －   17,942   17,942  

２　会員権売却益  － － － 2,721 20,663 0.1 2,721 20,663

Ⅶ　特別損失          

　　会員権評価損  － － － 1,557 1,557 0.0 1,557 1,557

税金等調整前

当期純利益
  536,482 1.6  771,319 2.0  234,837

法人税、住民税

及び事業税
 246,191   319,233   73,041  

法人税等調整額  △2,895 243,295 0.7 63,715 382,948 1.0 66,611 139,652

当期純利益   293,186 0.9  388,371 1.0  95,184
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

 

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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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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19年３月31日残高（千円） 820,000 697,471 2,797,836 △150,466 4,164,841

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当　　　　　 － － △74,179 － △74,179

当期純利益 － － 388,371 － 388,371

自己株式の取得 － － － △256 △256

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）

－ － 314,191 △256 313,935

平成20年３月31日残高（千円） 820,000 697,471 3,112,028 △150,722 4,478,777

 

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

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当　　　　　 － － － － △74,179

当期純利益 － － － － 388,371

自己株式の取得 － － － － △256

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△52,951 △2,174 △761 △55,887 △55,887

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△52,951 △2,174 △761 △55,887 258,047

平成20年３月31日残高（千円） 54,313 △1,829 △3,772 48,711 4,527,488
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  

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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

比較増減

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　税金等調整前当期純利益  536,482 771,319 234,837

２　減価償却費  40,227 39,899 △327

３　貸倒引当金の増加（△減少）額  21,401 △18,387 △39,788

４　賞与引当金の増加（△減少）額  19,000 △9,000 △28,000

５　役員賞与引当金の増加（△減少）額  21,000 △1,500 △22,500

６　退職給付引当金の増加（△減少）額  △15,203 △12,521 2,682

７　役員退職慰労引当金の増加（△減少）額  18,303 △19,900 △38,203

８　受取利息及び受取配当金  △7,815 △14,794 △6,979

９　支払利息  2,526 3,860 1,334

10　為替差損（△差益）  △1,993 △84 1,908

11　有形固定資産売却益  － △187 △187

12　有形固定資産売却損  329 － △329

13　有形固定資産廃棄損  873 1,551 677

14　投資有価証券評価損  － 1,259 1,259

15　会員権売却益  － △2,721 △2,721

16　会員権評価損  － 1,557 1,557

17　売上債権の減少（△増加）額  △1,246,094 △173,869 1,072,225

18　たな卸資産の減少（△増加）額  △106,419 12,714 119,134

19　その他の営業資産の減少（△増加）額  26,046 871 △25,175

20　仕入債務の増加（△減少）額  1,544,793 148,641 △1,396,151

21　その他の営業負債の増加（△減少）額  △21,098 5,298 26,396

22　役員賞与の支払額  △21,000 － 21,000

23　その他  9,399 6,683 △2,715

小計  820,759 740,691 △80,067

24　利息及び配当金の受取額  7,815 14,794 6,979

25　利息の支払額  △2,526 △3,860 △1,334

26　法人税等の支払額  △330,410 △271,209 59,200

営業活動によるキャッシュ・フロー  495,638 480,416 △15,221

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  △11,384 △6,398 4,986

２　有形固定資産の売却による収入  1,007 257 △750

３　無形固定資産の取得による支出  △44,580 △14,508 30,071

４　会員権の売却による収入  － 3,571 3,571

５　投資有価証券の取得による支出  △3,115 △35,019 △31,903

６　貸付金の貸付による支出  － △300,000 △300,000

７　貸付金の回収による収入  2,309 300,000 297,690

８　その他  △1,178 △2,388 △1,210

投資活動によるキャッシュ・フロー  △56,942 △54,487 2,455

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 △256 △16

２　配当金の支払額  △74,132 △74,069 63

財務活動によるキャッシュ・フロー  △74,372 △74,325 47

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  18,396 609 △17,787

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加（△減少）額  382,719 352,213 △30,505

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,041,362 1,424,081 382,719

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,424,081 1,776,294 352,213
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(5）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

(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

（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。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

  

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、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

同左

 

  

３　連結子会社の事業年

度等に関する事項

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。

同左

 

 

  

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

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

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

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
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(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

です。

建物及び構築物 ８～39年

車両及び運搬具 ２～８年

工具器具及び備品 ２～20年

建物及び構築物 ８～39年

車両及び運搬具 ２～８年

工具器具及び備品 ２～20年

 

（会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当

連結会計年度より、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。

 

（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。

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

(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

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
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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。

 

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。

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。

④　退職給付引当金

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。

⑤　役員退職慰労引当金

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。

(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

同左

(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

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

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
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な

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）その他連結財務諸表作成のための重要な

事項

消費税等の会計処理

同左

  

５　連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全

面時価評価法によっております。

同左

  

６　のれん及び負ののれ

んの償却に関する事

項

のれん及び負ののれんは、５年間で均等償却

しております。

同左

  

７　連結キャッシュ・フ

ロー計算書における

資金の範囲

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
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(6）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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

―

(7）表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「外国諸税」

（当連結会計年度80千円）は、営業外費用総額の100分の

10以下となったため、当連結会計年度より、営業外費用の

「その他」に含めて表示することといたしました。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「仕入割引」（前連結会計年度2,194

千円）は、営業外収益総額の100分の10を超えたため、当

連結会計年度より区分掲記することといたしました。
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(8）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の通

りであります。

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の通

りであります。

投資有価証券（株式） 53,465千円

その他（出資金） 35,916千円

投資有価証券（株式） 53,465千円

その他（出資金） 35,916千円

２　輸出手形割引高は、41,199千円であります。 ２　輸出手形割引高は、30,208千円であります。

※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 199,933千円

支払手形 107,335千円

  

  

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

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

従業員給与手当 487,670千円

賞与引当金繰入額 88,198千円

役員賞与引当金繰入額 19,500千円

退職給付引当金繰入額 26,771千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,637千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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） 727 0 － 728

（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

(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20年５月12日

取締役会
普通株式 利益剰余金 74,172 8.00 平成20年３月31日 平成20年６月９日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※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

※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 1,424,081千円

現金及び現金同等物 1,424,081千円

現金及び預金勘定 1,776,294千円

現金及び現金同等物 1,776,294千円

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度

（平成19年３月31日）

当連結会計年度

（平成20年３月31日）

取得原価

（千円）

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）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの
      

株式 83,540 266,538 182,997 58,147 159,446 101,298

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの
      

株式 6,985 5,793 △1,191 44,997 35,756 △9,240

合計 90,525 272,332 181,806 103,145 195,202 92,057

２　時価評価されていない「その他有価証券」の内容及び連結貸借対照表計上額

内容

前連結会計年度

（平成19年３月31日）

当連結会計年度

（平成20年３月31日）

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 42,192

３　有価証券の減損処理について

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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、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。

時価評価されていない「その他有価証券」について1,259

千円減損処理を行っております。

なお、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。
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（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

(1）取引の内容及び利用目的等

当グループは、輸出入取引に係る為替変動リスク回避

のため、外貨建の債権及び債務について為替予約取引

を利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(1）取引の内容及び利用目的等

同左

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

為替予約

（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ます。

 

 

③　ヘッジの有効性評価の方法

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間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いるので、決算日にお

ける有効性の評価を省略しております。

 

 

(2）取引に対する取組方針

デリバティブ取引については、主に売上及び仕入契約

をヘッジするための為替予約であるため、その残高は、

外貨建の契約残高の期中平均を超えないこととし、投

機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引に係るリスク内容

為替予約取引については、為替変動のリスクを有して

おりますが、当社の取引の契約先はいずれも信用度の

高い国内の銀行であるため、相手方の契約不履行によ

るリスクは殆どないと認識しております。

(3）取引に係るリスク内容

同左

(4）取引に係るリスク管理体制

為替予約は営業部門からの依頼に基づき、経理部にお

いて実行し、その残高を管理しております。

(4）取引に係るリスク管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
(1）通貨関連

区分 種類

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

契約額等
（千円）

契約額等
のうち
１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等
のうち
１年超
（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 7,700 － 7,965 △264 15,063 － 13,725 1,337

豪ドル 1,736 － 1,874 △137 2,241 － 2,086 154

ユーロ 986 － 1,037 △50 928 － 914 14

合計 10,423 － 10,877 △453 18,233 － 16,727 1,505

　（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。

(2）金利関連
　該当事項はありません。
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（退職給付関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型適格年金制度を全面的に採用してお

ります。

１　採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型適格年金制度を全面的に採用してお

ります。

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度に関する事項は次の通りであります。

(1）制度全体の積立状況に関する事項

（平成19年３月31日現在）

年金資産の額 358,624,551千円

年金財政計算上

の給付債務の額
 370,887,599千円

差引額 △12,263,047千円

 

(2）制度全体に占める当グループの掛金拠出割合

（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 0.13％

 

(3）補足説明

上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算

上の過去勤務債務残高21,624,973千円でありま

す。

本制度における過去勤務債務の償却方法は期間15

年の元利均等償却であり、当グループは、前期の

連結財務諸表上、特別掛金2,686千円を費用処理

しております。

なお、上記（2）の割合は当グループの実際の負

担割合とは一致しておりません。

 

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 △277,744千円

②　年金資産 213,828千円

③　未積立退職給付債務(①＋②) △63,915千円

④　退職給付引当金 △63,915千円

①　退職給付債務 △185,166千円

②　年金資産 133,771千円

③　未積立退職給付債務(①＋②) △51,394千円

④　退職給付引当金 △51,394千円

（注）当グループは、退職給付債務の算定に当たり、

簡便法を採用しております。

（注）当グループは、退職給付債務の算定に当たり、

簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 29,636千円

退職給付費用 29,636千円

勤務費用 26,771千円

退職給付費用 26,771千円

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率 2.5％ 割引率 2.5％

 

（追加情報）

当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正（その２）」（企業会計基準第14号　平成19年

５月15日）を適用しております。
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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。

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

賞与引当金 39,860千円

役員退職慰労引当金 32,337千円

退職給付引当金 26,205千円

貸倒引当金 26,188千円

投資不動産評価損 22,770千円

その他 45,282千円

繰延税金資産合計 192,645千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △74,540千円

繰延ヘッジ損益 △239千円

繰延税金負債合計 △74,780千円

繰延税金資産の純額 117,865千円

  

繰延税金資産  

賞与引当金 36,089千円

役員退職慰労引当金 24,178千円

退職給付引当金 21,215千円

貸倒引当金 20,905千円

未払事業税 14,674千円

その他 19,151千円

繰延税金資産合計 136,215千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △37,440千円

子会社の留保利益金 △6,244千円

繰延税金負債合計 △43,684千円

繰延税金資産の純額 92,530千円

  

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

（注）１．繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 80,886千円

固定資産－繰延税金資産 36,978千円

流動資産－繰延税金資産 78,532千円

固定資産－繰延税金資産 13,998千円

 ２．繰延税金資産の算定に当たり、繰延税金資産か

ら控除された金額は、45,151千円であります。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率  41.0％

（調整）   

外国税額控除  △5.2％

連結消去等に係る影響額  4.8％

交際費等永久に損金に算入されない

項目

 
4.3％

その他  0.4％

税効果会計後の法人税等の負担率  45.3％

   

法定実効税率  41.0％

（調整）   

評価性引当額に係る影響額  5.8％

外国税額控除  △3.5％

連結消去等に係る影響額  3.4％

交際費等永久に損金に算入されない

項目

 
2.7％

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目

 
△0.1％

その他  0.3％

税効果会計後の法人税等の負担率  49.6％
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（セグメント情報）

１　事業の種類別セグメント情報

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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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。

２　所在地別セグメント情報

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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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。
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３　海外売上高

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

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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） 4,882,452 2,496,521 822,517 3,503,257 1,287,718 12,992,468

Ⅱ　連結売上高（千円）      39,080,417

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
12.5 6.4 2.1 8.9 3.3 33.2

　（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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（関連当事者との取引）

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）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等(名)
事業上
の関係

親会社
堺化学

工業㈱

堺市

堺区
21,838,376

化学工業製

品の製造及

び販売

直接 62.7
兼任　２

転籍　４

同社製品

の購入及

び原料の

納入

同社製品の

購入
11,381,828 買掛金 4,435,508

原料の納入 2,767,536 売掛金 474,427

　（注）　取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含めて表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　同社製品の購入及び原料の納入については、市場価格を勘案し、価格交渉の上、一般的取引条件と同様に協

議決定しております。

兄弟会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有（被
所有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等(名)
事業上
の関係

親会社の

子会社

大崎

工業㈱

堺市

西区
200,000

化学工業製

品の製造及

び販売

－ －

原料の納

入及び同

社製品の

購入

原料の納入 299,904 売掛金 143,000

親会社の

子会社

共成

製薬㈱

北海道

小樽市
216,000

医薬品及び

医薬部外品

等の製造及

び販売

－ －

原料の納

入及び同

社製品の

購入

原料の納入 708,328 売掛金 304,319

　（注）　取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含めて表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　原料の納入については、市場価格を勘案し、価格交渉の上、一般的取引条件と同様に協議決定しております。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等(名)
事業上
の関係

親会社
堺化学

工業㈱

堺市

堺区
21,838,376

化学工業製

品の製造及

び販売

直接 62.6
兼任　２

転籍　４

同社製品

の購入及

び原料の

納入

同社製品の

購入
12,893,700 買掛金 4,862,442

原料の納入 3,317,726 売掛金 357,333

資金の貸付 300,000 － －

利息の受取 2,640 － －

　（注）　取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含めて表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　１　同社製品の購入及び原料の納入については、市場価格を勘案し、価格交渉の上、一般的取引条件と同様

に協議決定しております。

　２　資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に協議決定しております。

兄弟会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有（被
所有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等(名)
事業上
の関係

親会社の

子会社

共成

製薬㈱

北海道

小樽市
216,000

医薬品及び

医薬部外品

等の製造及

び販売

－ －

原料の納

入及び同

社製品の

購入

原料の納入 751,693 売掛金 325,526

　（注）　取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含めて表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　原料の納入については、市場価格を勘案し、価格交渉の上、一般的取引条件と同様に協議決定しております。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額 488円32銭

１株当たり当期純利益 41円89銭

　（注）１　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
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 4,269,440 4,527,488

普通株式に係る期末の純資産額

（千円）
4,269,440 4,527,488

１株当たり純資産額の算定に用い

られた期末の普通株式の数（株）
9,272,440 9,271,564

(2）１株当たり当期純利益

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益（千円） 293,186 388,371

普通株式に係る当期純利益(千円) 293,186 388,371

普通株式の期中平均株式数（株） 9,272,840 9,272,002
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

 
第81期

（平成19年３月31日）

第82期

（平成20年３月31日）
比較増減

区分 金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金  1,211,840   1,435,602   223,761

２　受取手形  2,094,305   2,272,508   178,202

３　売掛金  7,999,803   8,021,159   21,355

４　商品  379,781   429,749   49,967

５　未着商品  7,602   52,991   45,388

６　前渡金  23,571   27,942   4,370

７　前払費用  14,987   10,999   △3,988

８　未収消費税等  102,590   108,577   5,987

９　繰延税金資産  67,662   67,188   △473

10　その他  12,467   12,057   △410

貸倒引当金  △51,000   △37,000   14,000

流動資産合計  11,863,612 92.6  12,401,775 93.6  538,163

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物 125,848   126,265   417  

減価償却累計額 △70,587 55,261  △76,114 50,150  △5,527 △5,110

(2）構築物 23,277   23,277   －  

減価償却累計額 △21,120 2,156  △21,452 1,824  △332 △332

(3）車両及び運搬具 15,842   16,133   290  

減価償却累計額 △10,490 5,352  △11,036 5,096  △546 △255

(4）工具器具及び備品 75,739   61,647   △14,092  

減価償却累計額 △58,701 17,037  △48,249 13,397  10,451 △3,640

(5）土地  72,068   71,092   △976

有形固定資産合計  151,876   141,561   △10,315

２　無形固定資産         

ソフトウェア  52,725   44,202   △8,523

無形固定資産合計  52,725   44,202   △8,523

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券  293,383   237,395   △55,988

(2）関係会社株式  188,438   188,438   －

(3）関係会社出資金  69,606   69,606   －

(4）破産更生債権等  64,222   59,463   △4,759

(5）長期前払費用  1,907   1,382   △525

(6）差入保証金  134,507   133,575   △931

(7）繰延税金資産  39,867   20,242   △19,624

(8）その他  12,044   12,494   450

貸倒引当金  △64,222   △59,463   4,759

投資その他の資産合計  739,754   663,134   △76,620

固定資産合計  944,356 7.4  848,897 6.4  △95,458

資産合計  12,807,968 100.0  13,250,673 100.0  442,704
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第81期

（平成19年３月31日）

第82期

（平成20年３月31日）
比較増減

区分 金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形  511,396   590,724   79,328

２　輸入引受手形  459,938   169,969   △289,968

３　買掛金  6,888,388   7,277,694   389,306

４　短期借入金  300,000   300,000   －

５　未払金  337   447   110

６　未払費用  93,708   100,064   6,355

７　未払法人税等  95,228   165,783   70,554

８　前受金  3,914   8,690   4,775

９　預り金  7,089   8,241   1,151

10　賞与引当金  96,000   87,000   △9,000

11　役員賞与引当金  21,000   19,500   △1,500

12　その他  －   3,101   3,101

流動負債合計  8,477,001 66.2  8,731,217 65.9  254,216

Ⅱ　固定負債         

１　退職給付引当金  63,915   51,394   △12,521

２　役員退職慰労引当金  78,871   58,971   △19,900

３　その他  27,448   27,024   △424

固定負債合計  170,236 1.3  137,391 1.0  △32,845

負債合計  8,647,237 67.5  8,868,608 66.9  221,370

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  820,000 6.4  820,000 6.2  －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金 697,400   697,400   －  

(2）その他資本剰余金 71   71   －  

資本剰余金合計  697,471 5.5  697,471 5.3  －

３　利益剰余金         

(1）利益準備金 111,950   111,950   －  

(2）その他利益剰余金         

別途積立金 2,100,000   2,300,000   200,000  

繰越利益剰余金 474,165   550,881   76,716  

利益剰余金合計  2,686,115 21.0  2,962,831 22.3  276,716

４　自己株式  △150,466 △1.2  △150,722 △1.1  △256

株主資本合計  4,053,120 31.7  4,329,580 32.7  276,460

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券

　　評価差額金
 107,265 0.8  54,313 0.4  △52,951

２　繰延ヘッジ損益  344 0.0  △1,829 △0.0  △2,174

評価・換算差額等合計  107,610 0.8  52,484 0.4  △55,126

純資産合計  4,160,730 32.5  4,382,064 33.1  221,334

負債・純資産合計  12,807,968 100.0  13,250,673 100.0  442,704
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(2）損益計算書

 

第81期

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第82期

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

比較増減

区分 金額（千円）
百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

Ⅰ　売上高  34,059,449 100.0  38,420,864 100.0  4,361,415

Ⅱ　売上原価         

１　商品期首たな卸高 348,793   379,781   30,988  

２　当期商品仕入高 32,211,078   36,445,803   4,234,724  

合計 32,559,872   36,825,584   4,265,712  

３　商品期末たな卸高 379,781 32,180,090 94.5 429,749 36,395,835 94.7 49,967 4,215,744

売上総利益  1,879,358 5.5  2,025,029 5.3  145,670

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　役員報酬 80,045   76,155   △3,890  

２　給与手当 421,732   424,606   2,874  

３　賞与 74,654   84,101   9,446  

４　賞与引当金繰入額 96,000   87,000   △9,000  

５　役員賞与引当金繰入額 21,000   19,500   △1,500  

６　退職給付引当金繰入額 29,636   26,771   △2,865  

７　役員退職慰労引当金

　　繰入額
18,303   12,637   △5,665  

８　福利厚生費 119,579   112,437   △7,141  

９　貸借料 124,405   124,678   272  

10　減価償却費 36,485   36,442   △42  

11　旅費交通費 92,198   99,266   7,067  

12　貸倒引当金繰入額 31,963   －   △31,963  

13　その他 276,348 1,422,353 4.2 277,329 1,380,925 3.6 981 △41,427

営業利益  457,005 1.3  644,103 1.7  187,097

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 870   5,491   4,621  

２　受取配当金 62,153   54,146   △8,006  

３　損害賠償金 33,800   －   △33,800  

４　その他 7,643 104,468 0.3 5,340 64,978 0.1 △2,303 △39,489

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息 2,506   3,860   1,353  

２　ファクタリング保証料 7,131   20,094   12,963  

３　売上割引 11,884   15,878   3,993  

４　子会社支援損 31,494   －   △31,494  

５　その他 4,557 57,574 0.1 9,871 49,704 0.1 5,313 △7,870

経常利益  503,899 1.5  659,377 1.7  155,478

Ⅵ　特別利益         

１　貸倒引当金戻入益 －   18,759   18,759  

２　会員権売却益 － － － 2,721 21,480 0.1 2,721 21,480

Ⅶ　特別損失         

　　会員権評価損 － － － 1,557 1,557 0.0 1,557 1,557

税引前当期純利益  503,899 1.5  679,301 1.8  175,402

法人税、住民税

及び事業税
211,000   270,000   59,000  

法人税等調整額 △907 210,092 0.6 58,405 328,405 0.9 59,313 118,313

当期純利益  293,807 0.9  350,895 0.9  57,088
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(3）株主資本等変動計算書

第81期（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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第82期（自　平成19年４月１日　至　平成20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19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　　　　　 － － － －

別途積立金の積立　　　 － － － －

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20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

事業年度中の変動額       

剰余金の配当　　　　　 － － △74,179 △74,179 － △74,179

別途積立金の積立　　　 － 200,000 △200,000 － － －

当期純利益 － － 350,895 350,895 － 350,895

自己株式の取得 － － － － △256 △256

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） － 200,000 76,716 276,716 △256 276,460

平成20年３月31日残高（千円） 111,950 2,300,000 550,881 2,962,831 △150,722 4,329,580

 

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

事業年度中の変動額     

剰余金の配当　　　　　 － － － △74,179

別途積立金の積立　　　 － － － －

当期純利益 － － － 350,895

自己株式の取得 － － － △256

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△52,951 △2,174 △55,126 △55,126

事業年度中の変動額合計（千円） △52,951 △2,174 △55,126 221,334

平成20年３月31日残高（千円） 54,313 △1,829 52,484 4,382,064
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６．その他
役員の異動（平成20年６月25日予定）

１　代表者の異動

該当事項はありません。

２　取締役の異動

①新任取締役候補者

取締役

イスタンブール駐在員事務所長

おぎ　まさのぶ 

（現　当社イスタンブール駐在員事務所長） 
荻　正信 

取締役
あべ　かずのぶ 

（現　堺化学工業㈱代表取締役社長） 
安倍　一允 

②退任予定取締役

取締役
しのづか　きよし 

 
篠塚　清 

３　監査役の異動

①新任監査役候補者

監査役
ふくだ　けんたろう 

（現　堺化学工業㈱経理部長）
福田　健太郎 

 なお、福田健太郎氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

②退任予定監査役

監査役
やぶなか　いわお 

 
藪中　巖 
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