
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成23年3月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月４日

上場会社名 日油株式会社             上場取引所  東   

コード番号 4403 ＵＲＬ  http://www.nof.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）大池 弘一 

問合せ先責任者  （役職名） 経理部長 （氏名）金万 敬一 （ＴＥＬ）  03（5424）6600 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月10日 配当支払開始予定日  － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第１四半期  35,805  19.2  2,671  －  2,983  607.5  1,732  －

22年3月期第１四半期  30,031  △20.8  107  △93.8  421  △81.6  14  △99.3

  
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 

23年3月期第１四半期  9  11  －      

22年3月期第１四半期  0  08  －      

  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 

23年3月期第１四半期  155,970  88,315  54.1  452  26

22年3月期  159,411  90,810  54.5  453  29

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 84,415百万円 22年3月期 86,874百万円

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年3月期  －        4 00 －      5 00  9  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  4 00 －      5 00  9  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  70,000  4.5  3,700  76.0  4,000  66.5  2,200  81.9  11  48

通期  146,000  1.8  7,500  33.7  8,000  33.6  4,600  31.4  24  00



４．その他（詳細は、［添付資料］P.3「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      －社 （社名）                        、除外      －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提

となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料 3ページ「１．当四半期決算に関す

る定性的情報 (３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 196,682,752株 22年3月期 196,682,752株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 10,029,381株 22年3月期 5,027,775株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 190,057,872株 22年3月期１Ｑ 191,689,291株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期（平成22年４月１日から平成22年６月30日までの３ヶ月間）のわが国経済は、輸出の緩やかな増加

に伴い生産に持ち直しの動きがみられたものの、ＥＵにおける金融不安の発生など、先行きの不透明感が払拭され

ない状況で推移しました。 

 当期における当社グループを取り巻く事業環境についても、顧客業界の需要は回復基調にあるものの、デフレの

状況下、国内外における企業間競争がさらに激化するなど、引き続き厳しい状況にありました。 

 このような事業環境下において、当社グループは事業基盤をさらに強化するため、「２０１０中期経営計画」の

基本方針に則り、収益力改善のための各種施策に引き続き取り組んでまいりました。 

 その結果、売上高は、３５,８０５百万円と前年同期に比べ１９.２％の増収、また、営業利益は、前年同期に比

べ２,５６３百万円増の２,６７１百万円、経常利益は、同２,５６２百万円増の２,９８３百万円、四半期純利益

は、同１,７１７百万円増の１,７３２百万円となりました。 

  

①機能化学品事業 

機能化学品事業の売上高は、２４,３０３百万円と前年同期に比べ３０.８％の増収、営業利益は前年同期に比べ

２,６４６百万円増の２,１９１百万円となりました。 

脂肪酸誘導体は、情報電子関連の需要およびアジア向けの輸出が好調に推移したことに伴って、売上高は増加し

ました。 

界面活性剤は、化粧品基剤およびその配合品は増収となりましたが、工業用では、不採算品の見直しを行ったこ

とにより、全体として売上高は前年並みでした。 

エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導体は、国内外における需要が回復基調にあり、売上高は増加し

ました。 

有機過酸化物は、主な需要分野である合成樹脂関連などの需要が回復基調にあり、売上高は増加しました。 

機能性フィルムは、薄型大画面テレビの需要が新興国を中心に世界的に旺盛であり、売上高は増加しました。 

電子材料は、液晶表示用カラーフィルター関連材料の新規参入が実現し、売上高は増加しました。 

特殊防錆処理剤・防錆加工は、自動車および関連部品業界の需要が回復基調にあり、売上高は増加しました。 

  

②ライフサイエンス事業 

 ライフサイエンス事業の売上高は、５,８４７百万円と前年同期に比べ４.３％の増収、営業利益は、７２０百万

円と前年同期に比べ７０.２％の増益となりました。 

食用加工油脂は、パンの食感を保つ機能を付加した油脂や、風味に特徴をもたせた油脂等のマーガリンの拡販に

より、売上高は増加しました。 

機能食品関連製品については、価格競争が激化したものの、売上高は前年並みでした。 

生体適合素材であるＭＰＣ（２－メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン）関連製品については、売上高

は横這いで推移しました。 

ＤＤＳ（ドラッグ・デリバリー・システム：薬物送達システム）医薬用製剤原料については、ＰＥＧ修飾剤は欧

米創薬メーカーの研究開発投資が回復基調にある中で増収となったものの、その他製品の一部で在庫調整があり、

売上高は微増にとどまりました。 

③化薬事業 

化薬事業の売上高は、５,２０９百万円と前年同期に比べ０.９％の減収、営業損益は前年同期に比べ４４０百万

円悪化し１２０百万円の損失となりました。 

防衛関連製品およびロケット関連製品は、一部製品の出荷が７月以降へとずれ込んだことにより、売上高は減少

しました。 

産業用爆薬類は、トンネル工事を主体とした新規土木工事が堅調であり、売上高は微増となりました。 

自動車用安全部品は、自動車業界の需要が回復基調にあり、売上高は増加しました。 

④その他の事業 

その他の事業は、運送事業および不動産事業から構成されており、その売上高は、４４５百万円と前年同期に比

べ２４.２％の減収となりましたが、営業利益は、前年同期に比べ２５百万円増の４１百万円となりました。 

 上記のセグメント別の概況における前年第１四半期（前年同期）との比較については、新セグメントに組み替えた

数値との比較値となっております。  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べ３,４４０百万円減少し、１５５,９７０百万円となりま

した。 

資産の増減の主な内容は、現金及び預金の減少１,３９２百万円、売上債権の減少２,１４９百万円、投資有価証

券の四半期末時価評価等による減少２,３９５百万円、棚卸資産の増加３,０６９百万円等であります。 

負債は、前期末に比べ９４４百万円減少しました。その主な内容は、有利子負債の増加８３７百万円、買入債務

の増加１,３５６百万円、投資有価証券の四半期末時価評価等による繰延税金負債(固定）の減少９５３百万円、法

人税等の納付による未払法人税等及び未払消費税等の減少１,９５３百万円等であります。 

純資産は、前期末に比べ、２,４９５百万円減少しました。その主な内容は、当第１四半期累計純利益１,７３２

百万円、その他有価証券評価差額金の減少１,４１４百万円、自己株式の取得による減少１,８６０百万円、配当に

よる減少９５８百万円等であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成22年５月10日の決算発表時に公表いたし

ました内容と変更はありません。なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づ

き当社で判断したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想と異なる可能性があります。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  一般債権の貸倒見積高の算定については、貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一

般債権の貸倒見積高を算定しております。 

２．棚卸資産の評価方法 

  四半期連結会計期間末における棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法を主としております。 

  たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

３．法人税等並びに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、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ので、前連結会計年度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によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用については、主として当第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

ております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる会社

については、法定実効税率を使用して計算した金額を計上しております。 

 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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。これにより、税金等調整前四半期純利益は89百万円減少しております。 

２．その他の情報



３．連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,155 5,548

受取手形及び売掛金 27,652 29,802

商品及び製品 16,799 15,637

仕掛品 4,537 3,276

原材料及び貯蔵品 8,045 7,399

その他 4,532 3,907

貸倒引当金 △192 △228

流動資産合計 65,531 65,343

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 22,597 22,915

土地 19,297 19,304

その他（純額） 15,922 16,404

有形固定資産合計 57,817 58,624

無形固定資産   

その他 1,673 1,871

無形固定資産合計 1,673 1,871

投資その他の資産   

投資有価証券 22,738 25,133

その他 8,329 8,550

貸倒引当金 △119 △112

投資その他の資産合計 30,948 33,571

固定資産合計 90,439 94,067

資産合計 155,970 159,411

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,428 20,071

短期借入金 8,214 6,422

1年内返済予定の長期借入金 440 1,440

未払法人税等 887 2,370

賞与引当金 1,560 2,610

その他 10,149 9,387

流動負債合計 42,681 42,302

固定負債   

長期借入金 12,776 12,931

退職給付引当金 3,845 3,915

その他 8,352 9,451

固定負債合計 24,974 26,298

負債合計 67,655 68,600



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,742 17,742

資本剰余金 15,113 15,113

利益剰余金 52,166 51,392

自己株式 △4,002 △2,142

株主資本合計 81,019 82,105

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,391 5,805

為替換算調整勘定 △994 △1,035

評価・換算差額等合計 3,396 4,769

少数株主持分 3,899 3,935

純資産合計 88,315 90,810

負債純資産合計 155,970 159,411



（２）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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 30,031 35,805

売上原価 23,202 26,103

売上総利益 6,828 9,702

販売費及び一般管理費 6,720 7,030

営業利益 107 2,671

営業外収益   

受取利息 11 10

受取配当金 326 359

その他 187 218

営業外収益合計 525 588

営業外費用   

支払利息 98 61

為替差損 － 115

その他 113 99

営業外費用合計 211 276

経常利益 421 2,983

特別利益   

投資有価証券売却益 2 －

貸倒引当金戻入額 － 21

その他 － 0

特別利益合計 2 21

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 88

固定資産除却損 3 7

災害による損失 － 123

ゴルフ会員権評価損 1 －

その他 － 0

特別損失合計 4 220

税金等調整前四半期純利益 419 2,785

法人税等 297 1,004

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,780

少数株主利益 107 48

四半期純利益 14 1,732



 該当事項はありません。  

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の事業構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、 高経営意思決定

機関が、経営資源の配分の決定及び業績評価のために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、取り扱う製品について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を行っており、事業部門を基礎

とした「機能化学品事業」、「ライフサイエンス事業」、「化薬事業」、「その他の事業」を報告セグメントとし

ております。 

 「機能化学品事業」は、脂肪酸、脂肪酸誘導体、界面活性剤、エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導

体、有機過酸化物、機能性ポリマー、機能性フィルム、電子材料、特殊防錆処理剤等を製造、販売しております。

 「ライフサイエンス事業」は、食用加工油脂、機能食品関連製品、ＭＰＣ関連製品、ＤＤＳ医薬用製剤原料等を

製造、販売しております。 

 「化薬事業」は、産業用爆薬類、防衛関連製品、ロケット関連製品、自動車用安全部品、金属加工品等を製造、

販売しております。 

  

２．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 

   当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

(注)セグメント利益の調整額△160百万円には、セグメント間取引消去△３百万円、各報告セグメントに配分していな

い全社費用△156百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 

  

(参考情報)  

 前第１四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報を、当第１四半期連結累計期間の報告セグメントに組替

えると以下の通りとなります。 

   前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

(注)セグメント利益の調整額△196百万円には、セグメント間取引消去５百万円、各報告セグメントに配分していない

全社費用△201百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  報告セグメント  

調整額
(注)  

四半期連結
損益計算書
計上額   

機能化学
品事業 

（百万円）

ライフサ
イエンス
事業 

（百万円）

化薬事業 
（百万円）

その他の
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  24,303  5,847  5,209  445  35,805  －  35,805

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 19  277  7  1,816  2,121  △2,121  －

計  24,323  6,124  5,217  2,261  37,926  △2,121  35,805

セグメント利益又は損失(△)

(営業利益又は営業損失) 
 2,191  720  △120  41  2,832  △160  2,671

  報告セグメント  

調整額
(注)  

四半期連結
損益計算書
計上額   

機能化学
品事業 

（百万円）

ライフサ
イエンス
事業 

（百万円）

化薬事業 
（百万円）

その他の
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  18,577  5,608  5,258  587  30,031  －  30,031

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 24  379  3  1,628  2,036  △2,036  －

計  18,601  5,987  5,261  2,216  32,067  △2,036  30,031

セグメント利益又は損失(△)

(営業利益又は営業損失) 
 △454  423  320  16  304  △196  107



(追加情報) 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日公表分）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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