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回次
第95期

第２四半期連結
累計期間

第96期
第２四半期連結

累計期間
第95期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年９月30日

自　2021年４月１日
至　2021年９月30日

自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

売上高 （千円） 17,968,036 5,914,491 36,950,573

経常利益 （千円） 390,686 463,679 868,164

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（千円） 224,508 300,264 520,183

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 271,355 469,380 638,287

純資産額 （千円） 8,188,149 8,915,369 8,509,675

総資産額 （千円） 16,936,912 19,954,791 18,468,401

１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 123.83 165.62 286.90

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 45.9 42.1 43.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △40,083 965,531 △403,673

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △14,252 △224,935 △161,430

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △64,582 △19,858 △188,589

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（千円） 2,635,113 2,765,797 1,981,612

回次
第95期

第２四半期連結
会計期間

第96期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自　2020年７月１日
至　2020年９月30日

自　2021年７月１日
至　2021年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 76.65 73.83

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】

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、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お

りません。

　　　　２．潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

　　　　３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四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。

　なお、前事業年度の有価証券報告書の「第一部　企業情報　第２　事業の状況　２　事業等のリスク　(1)商品市

況リスク及び(3)海外事業リスク」においてグローバル活動について記載しておりますが、新型コロナウイルス感染

症の影響によりその取組みが遅滞することを懸念しております。新型コロナウイルス感染症の影響が更に長期化した

場合には、当社グループの将来の企業業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

2021年３月期

第２四半期

2022年３月期

第２四半期

売上高 売上高
取扱高

(注)１

増減額

(注)２

増減率

(注)３

環境・機能材料 7,935 1,941 9,084 1,148 14.5％

電子材料 4,805 1,359 6,993 2,188 45.5％

衛生・産業材料 5,226 2,613 4,913 △313 △6.0％

合計 17,968 5,914 20,991 3,023 16.8％

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の状況

　当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響は主要都市においてほぼ全期間に亘

って緊急事態宣言等が発出されている状況で推移しました。しかし、行動制限によるサービス業種の業況の落ち込み

はあるものの、ワクチン接種の進捗や内外需要の復調を背景にして、企業収益や業況感は総じて回復の傾向が見られ

ました。また、期間末に同宣言等が一斉解除されるなど状況は落ち着きを見せつつあり、行動制限の緩和やサービス

消費の回復等に伴って経済活動や個人消費の持ち直しの本格化が期待されています。しかし、一方では、感染の再拡

大への懸念や世界的な資源高騰による製造業の減速、米中の対立に起因する経済的影響も懸念され、先行きは不透明

な状況となっております。

　当社グループでは当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」（以下「収益認識会計基準」という。）等を

適用しております。当社グループの営業取引には、財又はサービスを企業が自ら提供する履行義務のある場合の「本

人取引」と、顧客がその財又はサービスを受け取れるように手配する履行義務を負う「代理人取引」が同一商材を扱

う上でも幅広く混在しており、以下の要因等から従来の総額での売上高による業績把握を現在も実施しております。

　・「本人取引」と「代理人取引」上の営業利益率に重要性のある差異はなく、それらを要因とした利益に与える影

響は軽微であるにも拘わらず、表面上の売上総利益率に大きな差異が発生すること

　・営業取引における採算性と運転資金の効率性判断において純額売上方式は親和性が無いこと

　・当社の「代理人取引」は所謂「売り切り・買い切り」モデルが主体であり、営業債権及び債務は総額取引に基づ

いて発生するため、取引先の信用情報管理等の把握と分析においては従来の基準が望ましいこと

　以上のこと等から、当社グループでは経営者の視点による判断から、業績管理要素として総額売上高を「取扱高」

として数値化し業績分析等に活用しております。よって、経営成績等の状況に関する分析・検討の説明においても収

益認識会計基準等に基づく「売上高」と当社グループ内での管理指標としての「取扱高」を併記する形式で説明いた

します。

　また、主な事業別の内訳については、第１四半期連結会計期間から、各事業の対象区分を一部変更しております。

これに伴い、前年同期比較は前年同期の数値を変更後の区分方法により組み替えて比較しております。

（単位：百万円）

（注）１　取扱高は当社グループの経営分析指標であり、総額売上高であります。

２　2022年３月期第２四半期の取扱高から2021年３月期第２四半期の売上高を減算したものであります。

３　増減額を2021年３月期第２四半期の売上高で除算したものであります。
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　当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、上表のとおり、売上高は5,914百万円となりました。取扱高

については、前第２四半期連結累計期間の売上高に比べ16.8％増の20,991百万円となりました。

　主な事業の状況は、次のとおりであります。

・環境・機能材料

　環境・機能材料については、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,941百万円となりました。取扱高について

は、前第２四半期連結累計期間に新型コロナウイルス感染症の影響等により大きく落ち込んでいた国内向けバリウム

中間体や鉱石類の復調や中国向けの脱硝触媒が伸張したこと等を主要因として、当第２四半期連結累計期間の取扱高

は前第２四半期連結累計期間の売上高に比べ14.5％増の9,084百万円となりました。

・電子材料

　電子材料については、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,359百万円となりました。取扱高については、電子

材料市場の需要の増加を背景にして電子材料向けバリウムや誘電体材料が大きく伸張した結果、当第２四半期連結累

計期間の取扱高は前第２四半期連結累計期間の売上高に比べ45.5％増の6,993百万円となりました。

・衛生・産業材料

　衛生・産業材料については、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,613百万円となりました。取扱高について

は、おむつ・サニタリー用品関連の販売は、コロナ禍における需要増により伸張した前年同期間に対して、当期間は

需要が一段落したことや産業用資材が伸び悩んだ結果、当第２四半期連結累計期間の取扱高は前第２四半期連結累計

期間の売上高に比べ6.0％減の4,913百万円となりました。

　利益面については、当第２四半期連結累計期間の営業利益は前第２四半期連結累計期間に比べ7.9％増の451百万円

となりました。増益の主な理由としては、環境・機能材料や電子材料の販売状況が改善したこと等が挙げられます。

また、当第２四半期連結累計期間の経常利益は前第２四半期連結累計期間に比べ18.7％増の463百万円となりまし

た。増益の主な理由としては、営業利益の増益のほか、前第２四半期連結累計期間に比べて為替収支が好転したた

め、経常利益は増益となりました。また、当第２四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益は、経常

利益の増益を受けて、前第２四半期連結累計期間に比べ33.7％増の300百万円となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

・国内法人

　セグメントの「国内法人」には日本国内法人の国内売上と海外売上が計上されており、同海外売上には、アジア・

北米・中東等への売上が含まれております。当第２四半期連結累計期間の売上高は4,683百万円となりました。取扱

高については、国内向けバリウム中間体や鉱石類が復調したことにより、前第２四半期連結累計期間の売上高に比べ

18.4％増の18,648百万円となりました。また、営業利益については、上記販売状況の改善に伴い売上総利益の増加に

より前第２四半期連結累計期間に比べ22.0％増の297百万円となりました。

・在外法人

　セグメントの「在外法人」には在外現地法人の売上が計上されており、同売上には、アジア・北米・オセアニア等

への売上が含まれております。当第２四半期連結累計期間の売上高は1,230百万円となりました。取扱高について

は、中国における脱硝触媒の増加やインドネシア・台湾の販売が好調に推移したこと等により、前第２四半期連結累

計期間の売上高に比べ6.0％増の2,343百万円となりました。また、営業利益については、上記の販売状況の改善はあ

ったものの、衛生材料がコロナ禍による前年の収益増から当第２四半期連結累計期間は反転して減益となったこと等

を受けて、前第２四半期連結累計期間に比べ15.5％減の152百万円となりました。

　なお、収益認識会計基準等の適用により、当第２四半期連結累計期間の営業利益については会計処理方針の影響を

受けますが、その金額が軽微であるため、文章中の前年比較の比率については影響を考慮しておりません。
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②財政状態の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、販売の状況の好転によって現金及び預金・営業債権が増加したこと等に

より、前連結会計年度末に比べ1,486百万円増の19,954百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の負債は、販売の状況の好転によって営業債務が増加したこと等により、前連結会計

年度末に比べ1,080百万円増の11,039百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の積み上がり等の結果、前連結会計

年度末に比べ405百万円増の8,915百万円となりました。また、純資産のうち当社株主に帰属する持分合計は8,398百

万円となりました。この結果、資産合計の増加率が自己資本の増加率を上回ったため、自己資本比率は前連結会計年

度末に比べ1.5ポイント減の42.1％となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間の当社グループのキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは

965百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは224百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは19

百万円の支出となりました。これに現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当第２四半期連結会計期間

末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ784百万円増の2,765百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の営業キャッシュ・フローは前第２四半期連結累計期間に比べ1,005百万円の収入増の

965百万円の収入となりました。この要因として、前第２四半期連結累計期間に比べ売上高及び仕入高の増加により

営業債権及び営業債務がそれぞれ増加しましたが、前第２四半期連結累計期間に比べキャッシュベースでの営業収入

の増加が同営業支出の増加を上回ったことが挙げられます。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の投資キャッシュ・フローは前第２四半期連結累計期間に比べ210百万円の支出増の224

百万円の支出となりました。この要因として、前第２四半期連結累計期間の固定資産等の取得支出が６百万円であっ

たのに比べ当第２四半期連結累計期間の固定資産等の取得支出が219百万円に増加したことが挙げられます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の財務キャッシュ・フローは前第２四半期連結累計期間に比べ44百万円の支出減の19百

万円の支出となりました。この要因として、長短借入金の増減が前第２四半期連結累計期間は19百万円の返済であっ

たのに対して、当第２四半期連結累計期間は43百万円の借入であったことが挙げられます。

(3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及

び新たに生じた事項はありません。

(5）研究開発活動

該当事項はありません。

３【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又は締結等はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

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
第２四半期会計期間末

現在発行数（株）
（2021年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年11月８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 1,813,090 1,813,090
東京証券取引所

（市場第二部）
単元株式数100株

計 1,813,090 1,813,090 － －

②【発行済株式】

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　　該当事項はありません。

②【その他の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。

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金
増減額

（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2021年７月１日～

2021年９月30日
－ 1,813,090 － 820,000 － 697,400

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
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2021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（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

堺化学工業株式会社 堺市堺区戎島町５丁２番地 1,160 63.98

株式会社ビリーフ
名古屋市中区新栄２丁目35－３－1302

号
41 2.26

BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY 

SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND

（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 

USA

（東京都千代田区丸の内２丁目７－

１）

30 1.65

堺商事社員持株会
大阪市北区中之島３丁目２番４号

堺商事㈱内
26 1.44

紀和化学工業株式会社 和歌山県和歌山市南田辺丁33番地 24 1.32

日本石材センター株式会社 大阪府東大阪市新家３丁目11番30号 21 1.20

秀和海運株式会社
東京都港区赤坂３丁目10番２号

赤坂コマースビル
21 1.16

株式会社ジャパンロジスティックス
大阪市中央区本町２丁目５－７

メットライフ本町スクエア３階
21 1.15

伊藤　宏明 堺市東区 16 0.88

MSIP CLIENT SECURITIES

（常任代理人　モルガン・スタンレー

MUFG証券株式会社）

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, 

LONDON E14 4QA, U.K.

（東京都千代田区大手町１丁目９－７　

大手町フィナンシャルシティ　サウス

タワー）

13 0.73

計 － 1,374 75.83

（５）【大株主の状況】

- 7 -



2021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）
（自己保有株式）

－ 単元株式数100株
普通株式 100

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,811,200 18,112 同上

単元未満株式 普通株式 1,790 － 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 1,813,090 － －

総株主の議決権 － 18,112 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

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（％）

（自己保有株式）

堺商事株式会社

大阪市北区

中之島３丁目２番４号
100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

②【自己株式等】

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おります。

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２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、ひびき監査法人による四半期レビューを受けております。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,211,555 2,996,566

受取手形及び売掛金 8,522,477 8,531,733

電子記録債権 2,693,720 3,090,222

商品及び製品 2,055,541 1,939,095

仕掛品 5,572 6,715

原材料 121,861 203,335

その他 477,244 542,797

貸倒引当金 △13,369 △11,980

流動資産合計 16,074,603 17,298,488

固定資産

有形固定資産 1,645,854 1,912,480

無形固定資産 53,231 37,896

投資その他の資産

その他 723,794 735,080

貸倒引当金 △29,082 △29,154

投資その他の資産合計 694,711 705,925

固定資産合計 2,393,797 2,656,303

資産合計 18,468,401 19,954,791

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,033,099 7,923,642

電子記録債務 443,480 477,516

短期借入金 1,605,450 1,649,279

未払法人税等 130,963 141,669

引当金 119,810 119,232

その他 464,544 557,233

流動負債合計 9,797,349 10,868,574

固定負債

退職給付に係る負債 25,387 29,522

その他 135,988 141,325

固定負債合計 161,375 170,847

負債合計 9,958,725 11,039,422

純資産の部

株主資本

資本金 820,000 820,000

資本剰余金 697,400 697,400

利益剰余金 6,229,311 6,466,119

自己株式 △79 △309

株主資本合計 7,746,632 7,983,209

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 199,320 227,240

繰延ヘッジ損益 13,164 5,582

為替換算調整勘定 95,822 182,139

その他の包括利益累計額合計 308,306 414,961

非支配株主持分 454,736 517,197

純資産合計 8,509,675 8,915,369

負債純資産合計 18,468,401 19,954,791

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 17,968,036 5,914,491

売上原価 16,588,174 4,435,527

売上総利益 1,379,861 1,478,963

販売費及び一般管理費 ※１ 961,147 ※１ 1,027,193

営業利益 418,713 451,770

営業外収益

受取利息 5,927 3,857

受取配当金 7,008 7,134

為替差益 － 11,993

その他 1,691 2,558

営業外収益合計 14,627 25,544

営業外費用

支払利息 6,380 3,938

支払保証料 3,237 8,252

売上割引 6,791 －

為替差損 25,615 －

その他 629 1,443

営業外費用合計 42,655 13,634

経常利益 390,686 463,679

特別損失

ゴルフ会員権評価損 2,100 －

特別損失合計 2,100 －

税金等調整前四半期純利益 388,586 463,679

法人税等 114,846 133,148

四半期純利益 273,739 330,531

非支配株主に帰属する四半期純利益 49,231 30,266

親会社株主に帰属する四半期純利益 224,508 300,264

（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２四半期連結累計期間】
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純利益 273,739 330,531

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 43,818 27,920

繰延ヘッジ損益 △8,173 △7,582

為替換算調整勘定 △38,029 118,511

その他の包括利益合計 △2,384 138,849

四半期包括利益 271,355 469,380

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 228,536 406,919

非支配株主に係る四半期包括利益 42,818 62,461

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021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 388,586 463,679

減価償却費 91,445 90,628

貸倒引当金の増減額（△は減少） 638 △1,336

引当金の増減額（△は減少） 3,212 △853

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △21,837 1,704

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 2,914 2,335

受取利息及び受取配当金 △12,936 △10,992

支払利息 6,380 3,938

為替差損益（△は益） 22,207 △88,372

有形固定資産売却損益（△は益） △34 △1,290

有形固定資産廃棄損 0 547

ゴルフ会員権評価損 2,100 －

売上債権の増減額（△は増加） 385,635 △303,392

棚卸資産の増減額（△は増加） △246,244 59,113

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,226 51,007

仕入債務の増減額（△は減少） △643,370 846,175

その他の流動負債の増減額（△は減少） 21,129 △10,246

その他 24,180 △25,559

小計 21,781 1,077,085

利息及び配当金の受取額 13,484 11,125

利息の支払額 △6,380 △3,938

法人税等の支払額 △68,969 △118,740

営業活動によるキャッシュ・フロー △40,083 965,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △1,799 △840

有形固定資産の取得による支出 △6,187 △217,722

有形固定資産の売却による収入 34 2,423

無形固定資産の取得による支出 △353 △2,000

投資有価証券の取得による支出 △5,598 △5,788

その他 △347 △1,006

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,252 △224,935

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） 38,712 43,828

長期借入金の返済による支出 △58,001 －

配当金の支払額 △45,293 △63,457

自己株式の取得による支出 － △230

財務活動によるキャッシュ・フロー △64,582 △19,858

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,085 63,447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △140,002 784,185

現金及び現金同等物の期首残高 2,775,116 1,981,612

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 2,635,113 ※１ 2,765,797

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客

への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額か

ら仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することといたしました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結

会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上高は15,080,696千円減少し、売上原価は

15,077,511千円減少し、売上総利益及び営業利益はそれぞれ3,184千円減少しております。また、利益剰余金の当期

首残高への影響はありません。

また、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりま

せん。

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た

な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありませ

ん。

（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おります。

前連結会計年度

（2021年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（2021年９月30日）

輸出手形割引高 －千円 397千円

（四半期連結貸借対照表関係）

輸出手形割引高

　前第２四半期連結累計期間

　（自　2020年４月１日

　　　至　2020年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間

　（自　2021年４月１日

　　　至　2021年９月30日）

従業員給与手当 312,723千円 310,487千円

引当金繰入額 106,983千円 120,385千円

退職給付費用 7,820千円 36,553千円

貸倒引当金繰入額 638千円 △1,336千円

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
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前第２四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日

　　至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

　　至　2021年９月30日）

　現金及び預金勘定 2,867,387千円 2,996,566千円

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △232,273千円 △230,769千円

　現金及び現金同等物 2,635,113千円 2,765,797千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　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は、次の

とおりであります。
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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 配当の原資

2020年５月12日

取締役会
普通株式 45,327 25.00 2020年３月31日 2020年６月１日 利益剰余金

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 配当の原資

2020年11月６日

取締役会
普通株式 45,327 25.00 2020年９月30日 2020年12月１日 利益剰余金

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 配当の原資

2021年５月11日

取締役会
普通株式 63,456 35.00 2021年３月31日 2021年６月２日 利益剰余金

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 配当の原資

2021年11月５日

取締役会
普通株式 63,453 35.00 2021年９月30日 2021年12月１日 利益剰余金

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(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

の末日後となるもの

２．株主資本の金額の著しい変動

当第２四半期連結累計期間における剰余金の配当については、「１．配当に関する事項」に記載しており

ます。なお、この他に該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

１．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(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

の末日後となるもの

２．株主資本の金額の著しい変動

当第２四半期連結累計期間における剰余金の配当については、「１．配当に関する事項」に記載しており

ます。なお、この他に該当事項はありません。
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（単位：千円）

国内法人 在外法人 合計
調整額

(注)１

四半期連結損益

計算書計上額

(注)２

売上高

外部顧客への売上高 15,756,936 2,211,099 17,968,036 － 17,968,036

セグメント間の内部売上高

又は振替高
867,824 497,715 1,365,539 △1,365,539 －

計 16,624,760 2,708,814 19,333,575 △1,365,539 17,968,036

セグメント利益 244,039 180,291 424,330 △5,617 418,713

（単位：千円）

国内法人 在外法人 合計
調整額

(注)１

四半期連結損益

計算書計上額

(注)２

売上高

顧客との契約から生じる

収益
4,683,555 1,230,935 5,914,491 － 5,914,491

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 4,683,555 1,230,935 5,914,491 － 5,914,491

セグメント間の内部売上高

又は振替高
947,950 695,094 1,643,044 △1,643,044 －

計 5,631,506 1,926,029 7,557,535 △1,643,044 5,914,491

セグメント利益 297,763 152,371 450,134 1,635 451,770

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　（注）１　セグメント利益の調整額△5,617千円は、セグメント間取引消去であります。

　２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

　　（注）１　セグメント利益の調整額1,635千円は、セグメント間取引消去であります。

　２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する情報

（会計方針の変更）に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首より収益認識会計基準等を適用

し、収益認識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様

に変更しております。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31

日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生

じる収益を分解した情報は記載しておりません。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「国内法人」の売上高は

13,968,094千円減少、セグメント利益は3,184千円減少し、「在外法人」の売上高は1,112,601千円減少し

ております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、（セグメント情報等）に記載のとおりであります。

前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年９月30日）

１株当たり四半期純利益 123円83銭 165円62銭

（算定上の基礎）

　親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 224,508 300,264

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益（千円）
224,508 300,264

　普通株式の期中平均株式数（株） 1,813,090 1,813,005

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）潜在株式調整後１株当たり四半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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

2021年11月５日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　１．配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　63,453千円

　２．１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　35円00銭

　３．支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　2021年12月１日

　（注）2021年９月30日現在の株主名簿に記載又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

2021年11月８日

堺商事株式会社

取締役会　御中

ひびき監査法人

大阪事務所

代表社員

業務執行社員
公認会計士 安 　岐 　浩　 一

代表社員

業務執行社員
公認会計士 富 　田 　雅　 彦

監査人の結論

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」に掲げられている堺商事株式会

社の2021年４月１日から2022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（2021年７月１日から2021年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021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、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

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、堺商事株式会社及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社か

ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、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基づ

いて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　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する質問、分析的手続その他の四半期レビ

ュー手続を実施する。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。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が



　（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）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュ

ー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結

財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明すること

が求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象

や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重

要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー

フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子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


	カバー目次
	【表紙】
	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】
	２【事業の内容】

	第２【事業の状況】
	１【事業等のリスク】
	２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
	３【経営上の重要な契約等】

	第３【提出会社の状況】
	１【株式等の状況】
	（１）【株式の総数等】
	（２）【新株予約権等の状況】
	（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】
	（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
	（５）【大株主の状況】
	（６）【議決権の状況】

	２【役員の状況】

	第４【経理の状況】
	１【四半期連結財務諸表】
	（１）【四半期連結貸借対照表】
	（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】
	（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
	【注記事項】

	２【その他】


	第二部【提出会社の保証会社等の情報】
	当年／レビュー報告書

