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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 36,372 △6.9 621 △20.8 594 △20.9 323 △16.6

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

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 ％ ％ ％

21年3月期 35.32 ― 7.1 4.8 1.7
20年3月期 41.89 ― 8.8 5.7 2.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 11,525 4,629 40.2 510.46
20年3月期 13,454 4,527 33.7 488.32

（参考） 自己資本   21年3月期  4,629百万円 20年3月期  4,527百万円

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

21年3月期 506 △20 188 2,354
20年3月期 480 △54 △74 1,776

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） 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 74 19.1 1.7
21年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 72 22.7 1.6

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 8.00 8.00 29.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

15,900 △23.0 180 △48.0 160 △52.9 90 △54.0 9.92

通期 34,000 △6.5 490 △21.1 450 △24.4 250 △22.8 27.56



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） 

（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」及び17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の変
更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、19ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  930,336株 20年3月期  728,436株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 36,256 △5.6 563 △12.5 568 △13.8 316 △9.9

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

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

21年3月期 34.46 ―

20年3月期 37.84 ―

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 11,466 4,560 39.8 502.88
20年3月期 13,250 4,382 33.1 472.63

（参考） 自己資本 21年3月期  4,560百万円 20年3月期  4,382百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（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」をご覧ください。 



１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度は、米国のサブプライムローン問題による景気後退が鮮明になる中、下半期にはリーマンショック

が引き金となって世界金融危機が発生し、その後、世界経済は急激に収縮・悪化いたしました。

　わが国経済につきましても、昨年夏頃までのエネルギー・原材料高と９月以降の円高が企業収益を圧迫し、更には

世界同時不況に伴い外需が大幅に減少した結果、景気は加速度的に悪化いたしました。

このような状況のもと、当グループにおきましては、衛生材料を中心に第３四半期までは増収を確保しておりまし

たが、その後、自動車及びデジタル家電業界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

荷が激減いたしました。この結果、売上高は前連結会計年度に比べ6.9％減の36,372百万円となりました。

利益面につきましても、減収に因り、前連結会計年度に比べ営業利益が20.8％減の621百万円、経常利益が20.9％減

の594百万円、当期純利益が16.6％減の323百万円となりました。

　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、景気の低迷に因り、顔料及び無機化学品の出荷が減少したため、前連結会計年度に比べ9.1％減の12,182

百万円となりました。

（合成樹脂）

　合成樹脂は、衛生材料が好調に推移した結果、前連結会計年度に比べ2.9％増の13,407百万円となりました。

（電子材料）

　電子材料は、誘電体材料などの出荷が大幅減となったため、前連結会計年度に比べ16.9％減の7,651百万円となりま

した。

（その他）

　化学品原料及び非金属鉱産品が出荷減となったため、前連結会計年度に比べ9.0％減の3,131百万円となりました。

　次期の見通しにつきましては、わが国経済は、世界経済の低迷が続くなか、需要の減退、価格の下落が負の連鎖と

なって景気は更に悪化することが懸念され、予断を許さない状況です。

　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激な回復は望めない状況から、主力商品である化成品・電子材

料などが引き続き低迷するものと予想されます。

(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1,929百万円減少して、11,525百万円となりました。減少の主な要因は、売上高

の減少に伴い受取手形及び売掛金が2,438百万円減少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2,031百万円減少して、6,895百万円となりました。減少の主な要因は、支払手形

及び買掛金が2,273百万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102百万円増加して、4,629百万円となりました。増加の主な要因は、利益剰余

金が249百万円増加したことによるものであります。

（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、法人税等の支払いが322百万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が

584百万円となったことなどにより506百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ収入が25百万円増加いたしまし

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、投資有価証券及び無形固定資産の取得などにより20百万円の支出となり、

前連結会計年度に比べ支出が33百万円減少いたしました。

（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、配当金の支払いが74百万円ありましたが、短期借入れによる収入が300百

万円あったことなどにより188百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ収入が262百万円増加いたしました。

また、現金及び現金同等物に係る換算差額95百万円を調整した結果、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578百万円増加し、2,354百万円となりました。
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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 平成21年３月期

自己資本比率（％） 33.3 35.9 32.8 33.7 40.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
30.0 34.8 22.5 19.4 14.7

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（％）
－ 70.2 60.5 62.4 118.5

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ 183.4 196.2 124.4 105.4

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。
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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。
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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

　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を更に充実し、レベルの向上に努めます。

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 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,776,294 2,354,485

受取手形及び売掛金 9,938,185 7,499,770

たな卸資産 832,051 －

商品 － 925,003

繰延税金資産 78,532 62,993

その他 175,883 69,198

貸倒引当金 △35,651 △23,834

流動資産合計 12,765,296 10,887,617

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 149,542 149,542

減価償却累計額 △97,567 △102,746

建物及び構築物（純額） 51,974 46,796

車両運搬具 23,995 21,229

減価償却累計額 △13,342 △13,754

車両運搬具（純額） 10,652 7,474

工具、器具及び備品 78,489 73,611

減価償却累計額 △59,552 △58,503

工具、器具及び備品（純額） 18,937 15,107

土地 71,092 71,092

有形固定資産合計 152,657 140,470

無形固定資産   

ソフトウエア 44,202 24,287

無形固定資産合計 44,202 24,287

投資その他の資産   

投資有価証券 290,860 240,061

繰延税金資産 13,998 46,118

その他 248,662 258,152

貸倒引当金 △61,148 △71,260

投資その他の資産合計 492,372 473,071

固定資産合計 689,231 637,829

資産合計 13,454,528 11,525,446



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,067,276 5,793,791

短期借入金 300,000 600,000

未払法人税等 169,525 110,194

賞与引当金 88,198 74,955

役員賞与引当金 19,500 20,500

その他 145,147 135,004

流動負債合計 8,789,648 6,734,446

固定負債   

退職給付引当金 51,394 54,971

役員退職慰労引当金 58,971 73,636

その他 27,024 32,675

固定負債合計 137,391 161,283

負債合計 8,927,039 6,895,729

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 3,112,028 3,361,739

自己株式 △150,722 △188,324

株主資本合計 4,478,777 4,690,886

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54,313 26,342

繰延ヘッジ損益 △1,829 828

為替換算調整勘定 △3,772 △88,340

評価・換算差額等合計 48,711 △61,169

純資産合計 4,527,488 4,629,716

負債純資産合計 13,454,528 11,525,446



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 39,080,417 36,372,071

売上原価 36,720,172 34,202,637

売上総利益 2,360,244 2,169,434

販売費及び一般管理費 1,576,047 1,548,191

営業利益 784,196 621,243

営業外収益   

受取利息 8,788 6,985

受取配当金 6,006 7,510

為替差益 － 4,723

仕入割引 2,693 2,144

その他 2,736 2,538

営業外収益合計 20,225 23,901

営業外費用   

支払利息 3,860 4,801

支払保証料 20,094 29,588

売上割引 15,878 14,865

その他 12,375 928

営業外費用合計 52,208 50,184

経常利益 752,213 594,960

特別利益   

貸倒引当金戻入額 17,942 1,068

会員権売却益 2,721 －

特別利益合計 20,663 1,068

特別損失   

投資有価証券評価損 － 11,734

会員権評価損 1,557 －

特別損失合計 1,557 11,734

税金等調整前当期純利益 771,319 584,294

法人税、住民税及び事業税 319,233 260,301

法人税等調整額 63,715 108

法人税等合計 382,948 260,410

当期純利益 388,371 323,883



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 820,000 820,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 820,000 820,000

資本剰余金   

前期末残高 697,471 697,471

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 697,471 697,471

利益剰余金   

前期末残高 2,797,836 3,112,028

当期変動額   

剰余金の配当 △74,179 △74,172

当期純利益 388,371 323,883

当期変動額合計 314,191 249,711

当期末残高 3,112,028 3,361,739

自己株式   

前期末残高 △150,466 △150,722

当期変動額   

自己株式の取得 △256 △37,601

当期変動額合計 △256 △37,601

当期末残高 △150,722 △188,324

株主資本合計   

前期末残高 4,164,841 4,478,777

当期変動額   

剰余金の配当 △74,179 △74,172

当期純利益 388,371 323,883

自己株式の取得 △256 △37,601

当期変動額合計 313,935 212,109

当期末残高 4,478,777 4,690,886



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 107,265 54,313

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △52,951 △27,971

当期変動額合計 △52,951 △27,971

当期末残高 54,313 26,342

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 344 △1,829

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,174 2,658

当期変動額合計 △2,174 2,658

当期末残高 △1,829 828

為替換算調整勘定   

前期末残高 △3,011 △3,772

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △761 △84,568

当期変動額合計 △761 △84,568

当期末残高 △3,772 △88,340

評価・換算差額等合計   

前期末残高 104,599 48,711

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55,887 △109,881

当期変動額合計 △55,887 △109,881

当期末残高 48,711 △61,169

純資産合計   

前期末残高 4,269,440 4,527,488

当期変動額   

剰余金の配当 △74,179 △74,172

当期純利益 388,371 323,883

自己株式の取得 △256 △37,601

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55,887 △109,881

当期変動額合計 258,047 102,228

当期末残高 4,527,488 4,629,716



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 771,319 584,294

減価償却費 39,899 39,536

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,387 △1,068

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000 △13,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,500 1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,521 3,576

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19,900 14,664

受取利息及び受取配当金 △14,794 △14,495

支払利息 3,860 4,801

為替差損益（△は益） △84 8,309

有形固定資産売却損益（△は益） △187 30

有形固定資産廃棄損 1,551 92

投資有価証券評価損益（△は益） 1,259 11,734

会員権売却損益（△は益） △2,721 －

会員権評価損 1,557 700

売上債権の増減額（△は増加） △173,869 2,361,958

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,714 △182,130

その他の流動資産の増減額（△は増加） 871 8,269

仕入債務の増減額（△は減少） 148,641 △2,071,604

その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,298 △10,089

その他 6,683 72,889

小計 740,691 819,467

利息及び配当金の受取額 14,794 14,495

利息の支払額 △3,860 △4,801

法人税等の支払額 △271,209 △322,949

営業活動によるキャッシュ・フロー 480,416 506,212

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 △6,398 △4,794

有形固定資産の売却による収入 257 18

無形固定資産の取得による支出 △14,508 △5,829

会員権の売却による収入 3,571 －

投資有価証券の取得による支出 △35,019 △8,480

貸付けによる支出 △300,000 △300,000

貸付金の回収による収入 300,000 300,000

その他 △2,388 △1,539

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,487 △20,626

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（△は減少） － 300,000

自己株式の取得による支出 △256 △37,601

配当金の支払額 △74,069 △74,128

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,325 188,269

現金及び現金同等物に係る換算差額 609 △95,665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 352,213 578,190

現金及び現金同等物の期首残高 1,424,081 1,776,294

現金及び現金同等物の期末残高 1,776,294 2,354,485



(5）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

(6）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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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

－ 1 －



 
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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

主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）

（会計方針の変更）　

当連結会計年度より、「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日公表

分）を適用しております。

これにより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12,760千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」は当連結会計

年度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。

(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

車両運搬具 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。

建物及び構築物 ８～39年

車両運搬具 ２～８年

工具、器具及び備品 ２～20年

 

－ 2 －



 
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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

(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

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

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。

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

－ 3 －



 
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(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

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。

―

  

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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(7）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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

― （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）

当連結会計年度より、「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。

(8）表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（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。

（連結貸借対照表関係）

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８

月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結

会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていた

ものは、当連結会計年度から「商品」として掲記しており

ます。

(9）連結財務諸表に関する注記事項

（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。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21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。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21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

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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） 4,306,919 1,938,989 758,633 3,946,379 736,069 11,686,991

Ⅱ　連結売上高（千円）      36,372,071

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
11.8 5.3 2.1 10.9 2.0 32.1

　（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……台湾、韓国、中国

北米 ……アメリカ合衆国

ヨーロッパ……ドイツ、イギリス、ベルギー

中近東 ……トルコ、イスラエル、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）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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

１株当たり純資産額 510円46銭

１株当たり当期純利益 35円32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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 4,527,488 4,629,716

普通株式に係る期末の純資産額

（千円）
4,527,488 4,629,716

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）
9,271,564 9,069,664

(2）１株当たり当期純利益

項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純利益（千円） 388,371 323,883

普通株式に係る当期純利益(千円) 388,371 323,883

普通株式の期中平均株式数（株） 9,272,002 9,170,614

（開示の省略）

　　　金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、関連当事者情報に関する注記事項については、

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おります。
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,435,602 2,149,535

受取手形 2,272,508 1,792,175

売掛金 8,021,159 6,042,333

商品 429,749 593,453

未着商品 52,991 4,632

前渡金 27,942 －

前払費用 10,999 11,344

未収消費税等 108,577 40,320

繰延税金資産 67,188 53,355

その他 12,057 5,858

貸倒引当金 △37,000 △25,000

流動資産合計 12,401,775 10,668,009

固定資産   

有形固定資産   

建物 126,265 126,265

減価償却累計額 △76,114 △81,050

建物（純額） 50,150 45,215

構築物 23,277 23,277

減価償却累計額 △21,452 △21,696

構築物（純額） 1,824 1,580

車両運搬具 16,133 16,315

減価償却累計額 △11,036 △11,697

車両運搬具（純額） 5,096 4,617

工具、器具及び備品 61,647 60,667

減価償却累計額 △48,249 △49,070

工具、器具及び備品（純額） 13,397 11,597

土地 71,092 71,092

有形固定資産合計 141,561 134,102

無形固定資産   

ソフトウエア 44,202 22,831

無形固定資産合計 44,202 22,831

投資その他の資産   

投資有価証券 237,395 186,596

関係会社株式 188,438 188,438

関係会社出資金 69,606 69,606

破産更生債権等 59,463 69,966

長期前払費用 1,382 838

差入保証金 133,575 135,114

繰延税金資産 20,242 49,195

その他 12,494 11,794

貸倒引当金 △59,463 △69,966

投資その他の資産合計 663,134 641,583

固定資産合計 848,897 798,517

資産合計 13,250,673 11,466,527



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 590,724 458,689

輸入引受手形 169,969 365,808

買掛金 7,277,694 4,999,344

短期借入金 300,000 600,000

未払金 447 681

未払費用 100,064 79,850

未払法人税等 165,783 110,000

前受金 8,690 28,449

預り金 8,241 8,654

賞与引当金 87,000 74,000

役員賞与引当金 19,500 20,500

その他 3,101 －

流動負債合計 8,731,217 6,745,978

固定負債   

退職給付引当金 51,394 54,971

役員退職慰労引当金 58,971 73,636

その他 27,024 30,954

固定負債合計 137,391 159,562

負債合計 8,868,608 6,905,540

純資産の部   

株主資本   

資本金 820,000 820,000

資本剰余金   

資本準備金 697,400 697,400

その他資本剰余金 71 71

資本剰余金合計 697,471 697,471

利益剰余金   

利益準備金 111,950 111,950

その他利益剰余金   

別途積立金 2,300,000 2,600,000

繰越利益剰余金 550,881 492,717

利益剰余金合計 2,962,831 3,204,667

自己株式 △150,722 △188,324

株主資本合計 4,329,580 4,533,815

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54,313 26,342

繰延ヘッジ損益 △1,829 828

評価・換算差額等合計 52,484 27,171

純資産合計 4,382,064 4,560,986

負債純資産合計 13,250,673 11,466,527



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 38,420,864 36,256,233

売上原価   

商品期首たな卸高 379,781 429,749

当期商品仕入高 36,445,803 34,458,904

合計 36,825,584 34,888,653

商品期末たな卸高 429,749 593,453

商品売上原価 36,395,835 34,295,200

売上総利益 2,025,029 1,961,033

販売費及び一般管理費   

役員報酬 76,155 76,125

給料及び手当 424,606 433,533

賞与 84,101 76,280

賞与引当金繰入額 87,000 74,000

役員賞与引当金繰入額 19,500 20,500

退職給付引当金繰入額 26,771 37,384

役員退職慰労引当金繰入額 12,637 17,252

福利厚生費 112,437 113,863

賃借料 124,678 126,426

減価償却費 36,442 36,838

旅費及び交通費 99,266 92,912

その他 277,329 292,461

販売費及び一般管理費合計 1,380,925 1,397,576

営業利益 644,103 563,456

営業外収益   

受取利息 5,491 5,304

受取配当金 54,146 40,537

その他 5,340 9,383

営業外収益合計 64,978 55,226

営業外費用   

支払利息 3,860 4,801

支払保証料 20,094 29,588

売上割引 15,878 14,865

その他 9,871 928

営業外費用合計 49,704 50,184

経常利益 659,377 568,498

特別利益   

貸倒引当金戻入額 18,759 1,496

会員権売却益 2,721 －

特別利益合計 21,480 1,496

特別損失   

投資有価証券評価損 － 11,734

会員権評価損 1,557 －

特別損失合計 1,557 11,734

税引前当期純利益 679,301 558,260

法人税、住民税及び事業税 270,000 239,645

法人税等調整額 58,405 2,606

法人税等合計 328,405 242,251

当期純利益 350,895 316,009



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 820,000 820,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 820,000 820,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 697,400 697,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 697,400 697,400

その他資本剰余金   

前期末残高 71 71

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 71 71

資本剰余金合計   

前期末残高 697,471 697,471

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 697,471 697,471

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 111,950 111,950

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 111,950 111,950

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,100,000 2,300,000

当期変動額   

別途積立金の積立 200,000 300,000

当期変動額合計 200,000 300,000

当期末残高 2,300,000 2,600,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 474,165 550,881

当期変動額   

剰余金の配当 △74,179 △74,172

別途積立金の積立 △200,000 △300,000

当期純利益 350,895 316,009

当期変動額合計 76,716 △58,163

当期末残高 550,881 492,717

利益剰余金合計   

前期末残高 2,686,115 2,962,831

当期変動額   

剰余金の配当 △74,179 △74,172

別途積立金の積立 － －

当期純利益 350,895 316,009

当期変動額合計 276,716 241,836

当期末残高 2,962,831 3,204,667



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △150,466 △150,722

当期変動額   

自己株式の取得 △256 △37,601

当期変動額合計 △256 △37,601

当期末残高 △150,722 △188,324

株主資本合計   

前期末残高 4,053,120 4,329,580

当期変動額   

剰余金の配当 △74,179 △74,172

当期純利益 350,895 316,009

自己株式の取得 △256 △37,601

当期変動額合計 276,460 204,234

当期末残高 4,329,580 4,533,815

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 107,265 54,313

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △52,951 △27,971

当期変動額合計 △52,951 △27,971

当期末残高 54,313 26,342

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 344 △1,829

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,174 2,658

当期変動額合計 △2,174 2,658

当期末残高 △1,829 828

評価・換算差額等合計   

前期末残高 107,610 52,484

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55,126 △25,312

当期変動額合計 △55,126 △25,312

当期末残高 52,484 27,171

純資産合計   

前期末残高 4,160,730 4,382,064

当期変動額   

剰余金の配当 △74,179 △74,172

当期純利益 350,895 316,009

自己株式の取得 △256 △37,601

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55,126 △25,312

当期変動額合計 221,334 178,921

当期末残高 4,382,064 4,560,986



(4）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



６．その他

役員の異動（平成21年６月25日予定）

１　代表取締役の異動

①退任予定代表取締役

代表取締役会長
しおせ　あきら  

〔相談役に就任予定〕 塩瀨　彰 

２　取締役の異動

①新任取締役候補

取締役

大阪営業第二部長 兼

輸出管理室長

たかはし　しんじ 
 

（現　大阪営業第二部長） 高橋　伸次 

②退任予定取締役

取締役

東京営業第一部長 兼

輸出管理室長

たかはし　こういち  

〔堺商事貿易（上海）有限公司董事長に就任予定〕

　

高橋　浩一 

③昇格取締役候補

専務取締役
ゆごう　ひろし  

（現  常務取締役）　油江　博志 

常務取締役
いちたに　せんきちろう  

（現  取締役経理部長 兼 総務部長）　市谷　千吉郎 

④役職の異動

取締役東京営業第一部長 兼

イスタンブール駐在員事務所長

おぎ　まさのぶ  

（現  取締役イスタンブール駐在員事務所長）　
荻　正信 

３　監査役の異動

①退任予定監査役

監査役
ほりうち　ただし 

 
堀内　忠 

－ 1 －
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