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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第66期
第２四半期
連結累計期間

第66期
第２四半期
連結会計期間

第65期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年９月30日

自平成20年７月１日
至平成20年９月30日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（百万円） 14,825 7,326 25,496

経常利益（百万円） 895 143 2,722

四半期（当期）純利益（百万円） 473 61 1,757

純資産額（百万円） － 16,155 16,044

総資産額（百万円） － 36,255 35,581

１株当たり純資産額（円） － 1,275.86 1,267.38

１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
38.47 4.99 142.93

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 43.3 43.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
810 － 3,607

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,201 － △3,981

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
120 － 974

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高（百万円）
－ 1,216 1,479

従業員数（人） － 683 672

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含んでいません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していませ

ん。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　なお、当第２四半期連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の内容については、「第５　

経理の状況　１．四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報）」に記載のとおりです。

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。なお、以下の会社が新たに提出会社の関

係会社となりました。

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有割合
又は被所有割合

(％)
関係内容

（連結子会社）

ステラグリーン㈱
大阪市中央区 100 　その他事業

（食品販売業）
100 　役員の兼任３名

（注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しています。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 683 (45)

（注）従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第２四半

期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しています。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 206 (12)

（注）従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者

数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第２四半期会計期間の平均人員を（　）外

数で記載しています。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（1）生産実績

　当第２四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

高純度薬品事業（百万円） 6,452

運輸事業（百万円） －

メディカル事業（百万円） －

コスメティック事業（百万円） －

その他事業（百万円） －

合計（百万円） 6,452

　（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっています。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

（2）商品仕入実績

　当第２四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

高純度薬品事業（百万円） 596

運輸事業（百万円） 27

メディカル事業（百万円） －

コスメティック事業（百万円） 0

その他事業（百万円） 14

合計（百万円） 639

　（注）１．金額は仕入価格によっています。

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

（3）受注状況

　当社グループ（当社および連結子会社）は主として見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
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（4）販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

高純度薬品事業  

 表面処理（百万円） 390

 フロン（百万円） 588

 半導体・液晶関連（百万円） 2,838

 半導体装置関連（百万円） 350

 電池（百万円） 897

 反応触媒（百万円） 274

 土壌改良剤（百万円） 59

 その他（百万円） 395

 小計（百万円） 5,794

 商品（百万円） 453

 合計（百万円） 6,247

運輸事業（百万円） 1,024

メディカル事業（百万円） －

コスメティック事業（百万円） 8

その他事業（百万円） 46

合計（百万円） 7,326

（注）１．上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値です。

２．当第２四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割

合は次のとおりです。

相手先

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（百万円） 割合（％）

丸善薬品産業株式会社 1,405 19.2

３．本表の金額には、消費税等は含まれていません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1)業績の状況

当第２四半期連結会計期間のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界経済の減速懸念、

原油・素材価格の高騰にともなうコスト増を主因とする企業収支の落ち込みなど、先行きは不透明感が強まる状況

となりました。

このような環境のもと、当社グループはフッ化物総合メーカーのリーディングカンパニーとして、国内外の情報

通信産業を中心に顧客のニーズにもとづいた多種多様なフッ化物製品の供給を行うとともに、特殊貨物輸送で培っ

た独自のノウハウにもとづいた化学品の物流を担う事業展開を行ってきました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

①高純度薬品事業

高純度薬品事業につきましては、当第１四半期と比較し、半導体・液晶部門およびフロン部門において製品の

値上げが徐々に浸透した結果、全部門の合計出荷量は微減であるものの売上高はほぼ同額の62億47百万円となり

ました。営業利益は、原材料の高騰による影響や無水フッ化水素酸製造設備の一時的なメンテナンス費用が増加

したことにより３億19百万円となりました。

②運輸事業

運輸事業につきましては、当第１四半期と比較し、運輸収入および容器収入等が伸び悩み、売上高は10億24百万

円となりました。営業利益は、原油価格は低下傾向にあるものの依然として高く、利益を圧迫しており76百万円と

なりました。

③メディカル事業

メディカル事業につきましては、主に非臨床試験費用および治験準備費用を計上した結果、営業損益は82百万

円の損失となりました。

④コスメティック事業

コスメティック事業の売上高は８百万円となりました。営業損益は、大丸心斎橋店の常設に先駆け行った広告

宣伝費用等により１億13百万円の損失となりました。

⑤その他事業

その他事業につきましては、自動車整備収入および保険代理業収入が堅調に推移した結果、売上高は46百万円、

営業利益は11百万円となりました。

　所在地別セグメントの業績は次のとおりです。

①日本

国内の会社の売上高は72億39百万円、営業利益は、原材料価格の高騰や新規事業のメディカル部門およびコス

メティック部門の先行投資費用を計上した結果、２億６百万円となりました。

②アジア諸国

アジア地域の会社の売上高は87百万円、営業利益は19百万円となりました。

(2)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は４億91百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益１億44百

万円、減価償却費７億10百万円を計上する一方、売上債権が５億36百万円増加したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は７億69百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得等によるもので

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果２億71百万円の収入となりました。これは主に、長期借入れによる収入によるものです。
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(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4)研究開発活動

当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は、４億３百万円です。なお、当第２四半期連結

会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 12,300,000 12,300,000

東京証券取引所

大阪証券取引所

各市場第一部

－

計 12,300,000 12,300,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成20年７月１日～

平成20年９月30日
－ 12,300 － 3,180 － 3,288
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

深田　純子 堺市西区 2,004 16.30

橋本　信子 堺市西区 587 4.78

ベア スターンズ アンド

カンパニー

（常任代理人　シティバンク

　銀行株式会社）

ONE METROTECH CENTER NORTH,

BROOKLYN,NY

11201,U.S.A.

（東京都品川区東品川２丁目３番14号）

401 3.27

深田　麻実 兵庫県芦屋市 324 2.64

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社(住友信託退給口)
東京都中央区晴海１－８－11 324 2.63

橋本　亜希 大阪市中央区 318 2.59

財団法人黒潮生物研究財団
高知県幡多郡大月町大字西泊字シウラ谷
458-3 300 2.44

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社(信託口４Ｇ)
東京都中央区晴海１－８－11 232 1.89

橋本　嗣夫 大阪府高石市 220 1.79

日興シティ信託銀行株式会社

（投信口）
東京都品川区東品川2-3-14 181 1.47

計 － 4,895 39.80

　（注）「株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第３位を四捨五入しています。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 （平成20年９月30日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 12,297,400 122,974 －

単元未満株式 普通株式      2,600 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 12,300,000 － －

総株主の議決権 － 122,974 －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれています。ま
た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれています。

②【自己株式等】

　 （平成20年９月30日現在）

所有者の氏名または名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合（％）

ステラケミファ株式会社

大阪市中央区

淡路町三丁目

６番３号

－ － － －

計 － － － － －

　（注）　当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）の自己株式は78株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合
0.00％）となっています。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 2,500 2,430 2,980 2,345 2,440 2,150

最低（円） 2,200 2,200 2,270 2,045 2,055 1,545

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）にもとづいて作成しています。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定にもとづき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30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 1,216 1,479

受取手形及び売掛金 7,881 6,663

商品 308 180

製品 868 683

原材料 844 457

仕掛品 814 536

その他 628 580

貸倒引当金 △13 △12

流動資産合計 12,549 10,570

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※
 7,619

※
 7,729

機械装置及び運搬具（純額） ※
 6,157

※
 6,368

土地 5,531 5,531

その他（純額） ※
 1,870

※
 2,722

有形固定資産合計 21,180 22,352

無形固定資産

その他 80 118

無形固定資産合計 80 118

投資その他の資産

その他 2,446 2,541

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 2,445 2,540

固定資産合計 23,706 25,011

資産合計 36,255 35,581

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,677 1,948

短期借入金 5,711 5,746

1年内返済予定の長期借入金 2,416 2,154

未払法人税等 385 386

賞与引当金 131 128

その他 1,593 2,115

流動負債合計 12,916 12,480
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30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)

固定負債

長期借入金 6,135 6,031

退職給付引当金 694 665

役員退職慰労引当金 331 337

その他 21 21

固定負債合計 7,182 7,056

負債合計 20,099 19,536

純資産の部

株主資本

資本金 3,180 3,180

資本剰余金 3,288 3,288

利益剰余金 9,406 9,167

自己株式 △0 △0

株主資本合計 15,875 15,635

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △186 △142

為替換算調整勘定 4 95

評価・換算差額等合計 △182 △47

少数株主持分 462 456

純資産合計 16,155 16,044

負債純資産合計 36,255 35,581
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 14,825

売上原価 12,172

売上総利益 2,652

販売費及び一般管理費 ※
 1,710

営業利益 942

営業外収益

持分法による投資利益 72

雑収入 93

営業外収益合計 165

営業外費用

支払利息 124

為替差損 81

雑損失 7

営業外費用合計 213

経常利益 895

特別利益

固定資産売却益 2

特別利益合計 2

特別損失

固定資産廃棄損 13

投資有価証券評価損 18

その他 2

特別損失合計 34

税金等調整前四半期純利益 862

法人税等 376

少数株主利益 12

四半期純利益 473
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 7,326

売上原価 6,111

売上総利益 1,214

販売費及び一般管理費 ※
 1,002

営業利益 212

営業外収益

持分法による投資利益 55

受取保険金 22

雑収入 30

営業外収益合計 108

営業外費用

支払利息 58

為替差損 112

雑損失 6

営業外費用合計 176

経常利益 143

特別利益

固定資産売却益 2

特別利益合計 2

特別損失

固定資産廃棄損 1

その他 0

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純利益 144

法人税等 70

少数株主利益 12

四半期純利益 61
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 862

減価償却費 1,398

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6

受取利息及び受取配当金 △14

支払利息 124

為替差損益（△は益） △8

持分法による投資損益（△は益） △72

投資有価証券売却損益（△は益） 1

投資有価証券評価損益（△は益） 18

有形固定資産除売却損益（△は益） 11

売上債権の増減額（△は増加） △1,224

たな卸資産の増減額（△は増加） △991

仕入債務の増減額（△は減少） 731

その他の流動資産の増減額（△は増加） △47

その他の流動負債の増減額（△は減少） 61

未収消費税等の増減額（△は増加） 0

未払消費税等の増減額（△は減少） △48

その他 425

小計 1,256

利息及び配当金の受取額 33

利息の支払額 △111

法人税等の支払額 △368

営業活動によるキャッシュ・フロー 810

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 △1,285

有形固定資産の売却による収入 6

投資有価証券の取得による支出 △0

投資有価証券の売却による収入 18

その他の支出 △18

その他の収入 77

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,201
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

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） △19

長期借入れによる収入 1,696

長期借入金の返済による支出 △1,323

自己株式の処分による収入 0

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △232

財務活動によるキャッシュ・フロー 120

現金及び現金同等物に係る換算差額 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △262

現金及び現金同等物の期首残高 1,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,216
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【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】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

（1）連結の範囲の変更

　　当第２四半期連結会計期間において、ス

テラグリーン株式会社を新たに設立し

たため、連結の範囲に含めています。

（2）変更後の連結子会社の数

　　９社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

（1）重要な資産の評価基準および評価方

法の変更

　たな卸資産

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として総平均法による

原価法によっていましたが、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

ともない、主として総平均法による原価

法（貸借対照表価額については収益性の

低下にもとづく簿価切下げの方法）によ

り算定しています。

　これにより、当第２四半期連結累計期間

の営業利益、経常利益および税金等調整

前四半期純利益は、それぞれ42百万円減

少しています。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しています。

（2）「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

ています。

　これによる損益に与える影響はありま

せん。

【簡便な会計処理】

　該当事項はありません。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．税金費用の計算 　税金費用については、当第２四半期連結会

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いま

す。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含め

て表示しています。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額

24,617百万円

※　有形固定資産の減価償却累計額

23,368百万円

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は

次のとおりです。

賞与引当金繰入額 9百万円

貸倒引当金繰入額 1　 

退職給付費用 14　 

役員退職慰労引当金繰入額 21　 

研究開発費 625　 

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は

次のとおりです。

賞与引当金繰入額 4　百万円

貸倒引当金繰入額 0　 

退職給付費用 11　 

役員退職慰労引当金繰入額 14　 

研究開発費 403　 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年９月30日現在)
現金及び預金勘定 1,216百万円
預入期間が３カ月を超える

定期預金
－百万円

現金及び現金同等物 1,216百万円

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）および当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至

平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　12,300,000株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　　　　78株　　　　　　　　　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

(１) 配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年５月12日

取締役会
普通株式 233 19 平成20年３月31日 平成20年５月27日 利益剰余金

(２) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年10月24日

取締役会
普通株式 172 14 平成20年９月30日 平成20年11月20日 利益剰余金

５．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
高純度
薬品事業
(百万円)

運輸
事業

(百万円)

メディカル
事業

(百万円)

コスメ
ティック
事業

(百万円)

その他
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

　売上高         

（1）外部顧客に

対する売上高
6,247 1,024 － 8 46 7,326 － 7,326

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ 814 － － 40 855 (855) －

計 6,247 1,838 － 8 86 8,181 (855) 7,326

営業利益又は

営業損失(△)
319 76 △82 △113 11 211 0 212

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 
高純度
薬品事業
(百万円)

運輸
事業

(百万円)

メディカル
事業

(百万円)

コスメ
ティック
事業

(百万円)

その他
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

　売上高         

（1）外部顧客に

対する売上高
12,507 2,210 － 20 87 14,825 － 14,825

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

1 1,500 － － 84 1,586 (1,586) －

計 12,509 3,710 － 20 172 16,411 (1,586) 14,825

営業利益又は

営業損失(△)
990 239 △156 △149 18 941 0 942

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の種類、性質などの類似性を考慮して、区分しています。

２．各事業の主な内容

（1）高純度薬品事業…………高純度薬品の製造・販売

（2）運輸事業…………………化学薬品等の輸送・保管・通関業務など

（3）メディカル事業…………医薬品研究

（4）コスメティック事業……化粧品販売

（5）その他事業………………保険代理、自動車整備、食品販売

３．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　「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」２.（1）に記載のとおり、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）を適

用しています。この変更にともない、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業

利益は、高純度薬品事業で42百万円減少しています。
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４．事業区分の方法の変更

事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点にもとづき３区分としていました

が、当第２四半期連結会計期間より、従来その他事業に含めて表示していたメディカル事業およびコスメ

ティック事業の全セグメントに占める割合が高くなったため、メディカル事業およびコスメティック事業を

その他事業から分離することとしました。

　なお、第１四半期累計期間のセグメント情報を当第２四半期連結会計期間において用いた事業区分の方法

により区分すると次のようになります。

第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
高純度
薬品事業
(百万円)

運輸
事業

(百万円)

メディカル
事業

(百万円)

コスメ
ティック
事業

(百万円)

その他
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

　売上高         

（1）外部顧客に

対する売上高
6,260 1,185 － 11 41 7,499 － 7,499

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

1 685 － － 43 731 (731) －

計 6,261 1,871 － 11 85 8,230 (731) 7,499

営業利益又は

営業損失(△)
671 162 △73 △35 6 730 0 730
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
日本

（百万円）
アジア諸国
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

（1）外部顧客に対する売上高 7,239 87 7,326 － 7,326

（2）セグメント間の

内部売上高又は振替高
277 2,624 2,901 (2,901) －

計 7,516 2,711 10,228 (2,901) 7,326

　営業利益 206 19 226 (13) 212

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 
日本

（百万円）
アジア諸国
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

（1）外部顧客に対する売上高 14,608 217 14,825 － 14,825

（2）セグメント間の

内部売上高又は振替高
529 4,350 4,879 (4,879) －

計 15,137 4,567 19,705 (4,879) 14,825

　営業利益 936 2 938 3 942

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しています。

２．区分に属する国または地域

アジア諸国…………シンガポール、中国

３．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　「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」２．（1）に記載のとおり、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）を

適用しています。この変更にともない、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営

業利益は、日本で42百万円減少しています。
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 アジア諸国 北米 欧州諸国 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 2,439 184 158 6 2,789

Ⅱ．連結売上高（百万円）     7,326

Ⅲ．海外売上高の連結売上高

に占める割合（％）
33.3 2.5 2.2 0.1 38.1

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 アジア諸国 北米 欧州諸国 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 4,895 369 336 7 5,609

Ⅱ．連結売上高（百万円）     14,825

Ⅲ．海外売上高の連結売上高

に占める割合（％）
33.0 2.5 2.3 0.0 37.8

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しています。

２．各区分に属する主な国または地域

（1）アジア諸国…………韓国、台湾、中国、マレーシア、香港、タイ、シンガポール他

（2）北米…………………米国

（3）欧州諸国……………ドイツ、イギリス他

（4）その他の地域………オーストラリア

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,275.86円 １株当たり純資産額 1,267.38円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 38.47円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していません。

１株当たり四半期純利益金額 4.99円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していません。

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　
当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 16,155 16,044

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 462 456

（うち少数株主持分） (462) (456)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額

（百万円）
15,692 15,588

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

（期末）の普通株式の数（千株）
12,299 12,299

２．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 473 61

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 473 61

期中平均株式数（千株） 12,299 12,299

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　平成20年10月24日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。

（イ）中間配当による配当金の総額………………… 172百万円

（ロ）１株当たりの金額……………………………… 14円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日および支払開始日……平成20年11月20日

（注）平成20年９月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行

います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月12日

ステラケミファ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 松村　 豊　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 平岡　義則　　 印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているステラケミファ株式

会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ステラケミファ株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しています。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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