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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70期

第１四半期連結
累計期間

第71期
第１四半期連結
累計期間

第70期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（百万円） 7,499 6,870 28,118

経常利益（百万円） 788 64 3,025

四半期（当期）純利益又は四半期純

損失（△）（百万円）
491 △0 1,941

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
653 237 2,282

純資産額（百万円） 19,193 20,284 20,300

総資産額（百万円） 40,837 41,681 41,119

１株当たり四半期（当期）純利益金

額又は１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）

40.17 △0.03 160.06

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － 159.45

自己資本比率（％） 46.2 47.9 48.7

　（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．第70期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。

４．第71期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載していません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。　

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四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、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済政策や日銀による量的・質的金融政策の影

響により円高是正や株価回復が進み、景気回復への期待感が高まっているものの、未だ実体経済への反映には至ら

ず、円安進行による原材料価格の上昇など国内景気の下振れ懸念があり、依然として先行きは不透明な状況となっ

ています。

このような環境のもと、当社グループは国内外の情報通信産業を中心に、顧客のニーズに基づいた多種多様な

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基づいた化学品の物流を担う事業展

開を行ってきました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は68億70百万円(前年同期比8.4％減)となり、営業利益は３億27百

万円（同60.1％減）、経常利益は64百万円(同91.9％減)、四半期純損失は０百万円（前年同期は４億91百万円の四

半期純利益）となりました。

　

セグメントの業績は次のとおりです。

①高純度薬品

高純度薬品事業の売上高については、主力部門である半導体・液晶部門は堅調に推移したものの、電池部門およ

び代替フロン部門等での販売が前年を下回った結果、売上高は57億４百万円（前年同四半期比9.0％減）となりま

した。

また、利益面については、円安の影響により主原料価格が上昇したことなども影響し、営業利益は４億円（同

57.9％減）となりました。

②運輸

運輸事業につきましては、運送および倉庫関連収入等が前年同四半期を下回った結果、売上高は10億67百万円

（前年同四半期比6.0％減）となりましたが、利益面では、自社運送割合の増加による費用削減や減価償却費の減

少などにより営業利益は１億99百万円（同30.3％増）となりました。

③メディカル

メディカル事業につきましては、主として非臨床試験費用および治験関連費用を計上した結果、営業損益は１

億52百万円の損失（前年同四半期は営業損失１億74百万円）となりました。

④コスメティック

コスメティック事業の売上高は34百万円（前年同四半期比20.0％減）となりました。営業損益は、広告宣伝費

等の販促費用を計上した結果、54百万円（前年同四半期は営業損失42百万円）の損失となりました。

⑤その他

その他の区分の売上高は62百万円（前年同四半期比24.4％増）となりました。営業損益は、新規事業のムーン

ライト事業（蓄光製品の製造販売）およびエネルギーマネジメント事業（ネットワーク関連機器およびソフト

ウェア開発販売）の先行投資費用が発生したこと等により、65百万円（前年同四半期は営業損失73百万円）の損

失となりました。

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、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。

(3)研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は、２億34百万円です。なお、当第１四半期連結

累計期間において、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【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１四半期会計期間末　現
在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月９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

市場第一部

単元株式数

100株　

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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【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25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 12,300 － 3,180 － 3,288

　

 

（６）【大株主の状況】

　　　　　　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしていま

す。

①【発行済株式】

 （平成25年３月31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） 普通株式　   200,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  12,094,800 120,948単元株式数100株

単元未満株式 普通株式       4,700 － 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 － 120,948 －

　

②【自己株式等】

 （平成25年３月31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

200,500 － 200,500 1.63

計 － 200,500 － 200,500 1.63

（注) 当第１四半期会計期間末（平成25年６月30日）の自己株式は300,569株（発行済株式総数に対する所有株式

　　　数の割合2.44％）となっています。うち、100,000株につきましては、当社が平成24年２月15日付の取締役

　　　会において、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性を

　　　より高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価および業績向上への従業員の意欲や士気

　　　を高めることを目的として、「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」の導入を決議したことに伴い、資産管理サ

　　　ービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が取得したものです。

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【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）に基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項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）および第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６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）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,457 5,183

受取手形及び売掛金 ※
 5,834

※
 6,287

商品及び製品 1,969 2,119

仕掛品 1,008 899

原材料及び貯蔵品 715 836

その他 1,178 834

貸倒引当金 △99 △102

流動資産合計 15,064 16,058

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,707 6,663

機械装置及び運搬具（純額） 10,931 10,612

土地 5,467 5,467

建設仮勘定 253 150

その他（純額） 1,156 1,233

有形固定資産合計 24,516 24,126

無形固定資産

その他 76 80

無形固定資産合計 76 80

投資その他の資産

その他 1,769 1,470

貸倒引当金 △308 △53

投資その他の資産合計 1,461 1,416

固定資産合計 26,054 25,623

資産合計 41,119 41,681

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,701 1,939

短期借入金 3,281 4,593

1年内返済予定の長期借入金 3,953 3,642

未払法人税等 772 103

賞与引当金 339 163

その他 1,241 1,318

流動負債合計 11,289 11,760

固定負債

長期借入金 8,213 8,026

退職給付引当金 601 602

役員退職慰労引当金 506 514

その他 207 493

固定負債合計 9,528 9,637

負債合計 20,818 21,397
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

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 14,194 13,939

自己株式 △496 △496

株主資本合計 20,166 19,912

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10 12

繰延ヘッジ損益 △24 －

為替換算調整勘定 △142 44

その他の包括利益累計額合計 △156 57

新株予約権 3 3

少数株主持分 287 311

純資産合計 20,300 20,284

負債純資産合計 41,119 41,681
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 7,499 6,870

売上原価 5,636 5,576

売上総利益 1,862 1,294

販売費及び一般管理費 1,041 966

営業利益 821 327

営業外収益

持分法による投資利益 25 46

その他 24 34

営業外収益合計 50 81

営業外費用

支払利息 32 24

為替差損 30 －

デリバティブ評価損 9 316

その他 11 3

営業外費用合計 83 344

経常利益 788 64

特別利益

固定資産売却益 1 9

特別利益合計 1 9

特別損失

固定資産廃棄損 0 0

固定資産売却損 － 0

投資有価証券評価損 － 4

特別損失合計 0 5

税金等調整前四半期純利益 789 68

法人税等 297 70

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

492 △2

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 491 △0
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

492 △2

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4 2

繰延ヘッジ損益 △1 24

為替換算調整勘定 135 174

持分法適用会社に対する持分相当額 31 37

その他の包括利益合計 160 239

四半期包括利益 653 237

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 634 213

少数株主に係る四半期包括利益 18 24
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【注記事項】

（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）

　　　（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四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。

　

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしています。なお、当四

半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期

間末日残高に含まれています。

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形　 53百万円 41百万円

（四半期連結損益計算書関係）

　　　　該当事項はありません。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりです。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

減価償却費 552百万円 809百万円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）

　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24年５月15日

取締役会
普通株式 258 21平成24年３月31日平成24年６月１日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

　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25年５月14日

取締役会
普通株式 254 21平成25年３月31日平成25年５月31日利益剰余金

　

EDINET提出書類

ステラケミファ株式会社(E00805)

四半期報告書

11/15



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 
報告セグメント

その他
（注）

合計高純度
薬品　

運輸 メディカル
コスメ
ティック

計

売上高        

外部顧客への

売上高
6,269 1,136 －　 43 7,449 50 7,499

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

0 673 －　 －　 673 48 722

計 6,269 1,809 －　 43 8,122 99 8,221

セグメント利益

又は損失（△）
950 153 △174 △42 887 △73 813

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理事業、自動車整備

事業、エネルギーマネジメント事業(ネットワーク関連機器およびソフトウェア開発販売)およびムー

ンライト事業（蓄光製品の製造販売）を含んでいます。
　

２．報告セグメントの利益または損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額および当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

　 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 887

「その他」の区分の利益 △73

セグメント間取引消去 7

四半期連結損益計算書の営業利益 821

　
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

  該当事項はありません。　
　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 
報告セグメント

その他
（注）

合計高純度
薬品　

運輸 メディカル
コスメ
ティック

計

売上高        

外部顧客への

売上高
5,704 1,067 －　 34 6,807 62 6,870

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

0 726 －　 －　 727 58 785

計 5,705 1,794 －　 34 7,534 120 7,655

セグメント利益

又は損失（△）
400 199 △152 △54 393 △65 327

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理事業、自動車整備

事業、エネルギーマネジメント事業(ネットワーク関連機器およびソフトウェア開発販売)およびムー

ンライト事業（蓄光製品の製造販売）を含んでいます。
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２．報告セグメントの利益または損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額および当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

　 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 393

「その他」の区分の利益 △65

セグメント間取引消去 0

四半期連結損益計算書の営業利益 327

　
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

  該当事項はありません。　　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりです。　

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

(1)　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり　

     四半期純損失金額（△）
40円17銭 △0円03銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（百万円）
491 △0

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金額又は四半期純

損失金額（△）（百万円）
491 △0

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,239 11,999

(2)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － －

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利調整額（百万円） － －

普通株式増加額（千株） － －

（うち新株予約権）（千株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

－ －

（注１）　前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後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２）　当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するも　

　

　　　　　のの１株当たり四半期純損失金額であるため記載していません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。 

２【その他】

平成25年５月14日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議しました。

（1）配当金の総額………………………………………254百万円

（2）１株当たりの金額…………………………………21円00銭　

（3）支払請求の効力発生日および支払開始日………平成25年５月31日

（注）　平成25年３月31日現在の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25年８月９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 増田　　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25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日か
ら平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四
半期レビューを行った。 
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、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四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
　四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　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25年６月30日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績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。
　
利害関係
　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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