
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 堺商事株式会社 上場取引所 大 

コード番号 9967 URL http://www.sakaitrading.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 播本 捷一郎

問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務部長 （氏名） 市谷 千吉郎 TEL 06-6271-9700

四半期報告書提出予定日 平成21年2月12日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 30,275 ― 551 ― 537 ― 308 ―

20年3月期第3四半期 29,276 13.0 632 62.6 620 65.6 362 63.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 33.65 ―

20年3月期第3四半期 39.04 ―

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

21年3月期第3四半期 13,623 4,667 34.3 514.58
20年3月期 13,454 4,527 33.7 488.32

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,667百万円 20年3月期  4,527百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 8.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 39,000 △0.2 620 △20.9 600 △20.2 360 △7.3 39.25

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月12日に公表いたしました通期の連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２．業績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。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  10,000,000株 20年3月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  929,836株 20年3月期  728,436株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  9,170,864株 20年3月期第3四半期  9,272,390株



（参考）個別業績予想

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 38,500 0.2 550 △14.6 560 △15.1 320 △8.8 34.89

　（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　有

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．平成20年５月12日に公表いたしました通期の個別業績予想は、本資料において修正しております。

２．業績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。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　　当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、昨年夏頃までは、米国経済の低迷に伴う外需の減少、エネルギー・原

材料の高騰に伴う企業収益の減少などに因って、景気はやや後退局面にありましたが、９月に発生した欧米発の金融

危機以降、世界経済は加速度的に収縮・悪化する、極めて厳しい状況になりました。

このような環境の下、当グループは引き続き新市場・新商品の開発に努めた結果、当第３四半期連結累計期間の連

結売上高は30,275百万円（前年同期比3.4％増）となりました。

一方、利益面につきましては、利益率の低下と米国市場の低迷に因って、連結営業利益は551百万円（前年同期比

12.9％減）、連結経常利益は537百万円（前年同期比13.5％減）となり、連結四半期純利益は前年同期比14.8％減の

308百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、売上増に伴う受取手形及び売掛金の増加等により、前連結会計

年度末に比べ169百万円増加し、負債合計は、短期借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ29百万円増加しまし

た。

　　また、純資産合計は、139百万円増加しました。主な増加は四半期純利益308百万円であり、主な減少は剰余金の配

当74百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　わが国経済は、世界経済が急速に収縮するなかで、需要減退と価格下落が負の連鎖となって景気はさらに悪化する

ことが懸念され、一段の減速が予想されます。

　　このような状況のもと、当グループでは既存の商権を守りながらも、危機を好機と捉え、スピード感を持って新市

場・新商品の開発に全力を挙げて取り組む所存です。

　　しかしながら、自動車、デジタル家電業界などの急速な生産調整によって、主力商品である化成品・電子材料など

の出荷減及び利益率の低下が予想されることから、通期の個別業績予想を修正し、これにより通期の連結業績予想を、

売上高39,000百万円（前期比0.2％減）、営業利益620百万円（同20.9％減）、経常利益600百万円（同20.2％減）、当

期純利益360百万円（同7.3％減）といたします。

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）

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

簡便な会計処理

　①棚卸資産の評価方法

　　　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定しております。

　②固定資産の減価償却費の算定方法

　　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法を

適用しております。

　③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法を適用しております。

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　税金費用の計算

　　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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（３）四半期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

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用してお

ります。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、従来に比べて、それぞ

れ20,343千円増加しております。

なお、同基準の適用に伴い、従来、営業外費用に計上しておりました「たな卸資産評価損」は、第１四半期連

結会計期間より売上原価に計上しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用　

　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,156,140 1,776,294

受取手形及び売掛金 10,647,969 9,938,185

商品 961,130 832,051

その他 239,609 254,416

貸倒引当金 △34,218 △35,651

流動資産合計 12,970,631 12,765,296

固定資産   

有形固定資産 144,338 152,657

無形固定資産 28,619 44,202

投資その他の資産   

その他 551,544 553,521

貸倒引当金 △71,474 △61,148

投資その他の資産合計 480,070 492,372

固定資産合計 653,027 689,231

資産合計 13,623,659 13,454,528

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,919,746 8,067,276

短期借入金 600,000 300,000

未払法人税等 77,482 169,525

引当金 61,949 107,698

その他 141,231 145,147

流動負債合計 8,800,409 8,789,648

固定負債   

引当金 123,813 110,366

その他 32,069 27,024

固定負債合計 155,882 137,391

負債合計 8,956,292 8,927,039

純資産の部   

株主資本   

資本金 820,000 820,000

資本剰余金 697,471 697,471

利益剰余金 3,346,463 3,112,028

自己株式 △188,231 △150,722

株主資本合計 4,675,702 4,478,777

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38,319 54,313

繰延ヘッジ損益 △818 △1,829

為替換算調整勘定 △45,836 △3,772

評価・換算差額等合計 △8,335 48,711

純資産合計 4,667,366 4,527,488

負債純資産合計 13,623,659 13,454,528



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 30,275,203

売上原価 28,517,289

売上総利益 1,757,914

販売費及び一般管理費 1,206,299

営業利益 551,614

営業外収益  

受取利息 6,053

受取配当金 7,417

為替差益 4,922

その他 3,881

営業外収益合計 22,275

営業外費用  

支払利息 2,968

支払保証料 18,867

売上割引 11,994

その他 2,840

営業外費用合計 36,671

経常利益 537,218

税金等調整前四半期純利益 537,218

法人税等 228,610

四半期純利益 308,607



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用しております。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年11月20日開催の取締役会において、自己株式の取得を決議いたしました。この結果、平成20年

11月21日に、200千株、取得価額総額37百万円の自己株式を取得し、当第３四半期連結会計期間末において自己株

式が188百万円となっております。

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期

第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 29,276,791

Ⅱ　売上原価 27,468,163

売上総利益 1,808,628

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,175,653

営業利益 632,974

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 5,375

２　受取配当金 5,952

３　為替差益 1,987

４　仕入割引 1,944

５　その他 1,943

　営業外収益合計 17,203

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息 2,694

２　売上割引 11,745

３　ファクタリング保証料 10,331

４　たな卸資産評価損 3,607

５　その他 974

　営業外費用合計 29,352

経常利益 620,825

Ⅵ　特別利益  

１　貸倒引当金戻入益 11,639

２　会員権売却益 2,721

特別利益合計 14,361

Ⅶ　特別損失  

　会員権評価損 1,557

特別損失合計 1,557

税金等調整前四半期純利益 633,629

税金費用 271,595

四半期純利益 362,034
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