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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 75,223 12.3 5,610 166.9 6,006 150.0 4,006 231.2
22年3月期第2四半期 66,976 △17.1 2,102 △47.6 2,402 △45.9 1,209 △63.6

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2四半期 21.13 ―
22年3月期第2四半期 6.31 ―

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2四半期 154,171 88,851 57.3 456.21
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2四半期  88,283百万円 22年3月期  86,874百万円

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   

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 ― 4.00
23年3月期 

（予想）
― 5.00 9.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

通期 146,000 1.8 7,500 33.7 8,000 33.6 4,600 31.4 24.00



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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。 

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

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 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2Q  3,165,832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2Q 189,578,600株 22年3月期2Q 191,683,795株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日までの６ヶ月間）におけるわが国経済は、

主として輸出に依存し景気は緩やかに回復したものの、欧州における金融不安の発生や、各国経済の下振れ懸念な

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。 

 当社グループを取り巻く事業環境においても、需要は回復してまいりましたが、円高、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、当第２半期は2010年度を 終年度とする「2010中期経営計画」の各施策を実行

する中で、高付加価値製品の拡販、高機能製品の市場開拓に注力いたしました。 

 基幹事業においては、高付加価値製品の拡販に注力する一方、更なる生産コストの低減に努め、収益基盤の維持

強化を継続して進めました。特に、家電・自動車関連用高機能潤滑油、太陽電池向け架橋剤、製パン用機能性油脂

などについて拡販いたしました。 

 新規事業・開発事業においては、外部技術の導入や公的機関との共同開発を積極的に推進するとともに、高機能

製品の市場開拓に努めました。特に、医薬製剤用原料、液晶表示用カラーフィルター材料、化粧品原料などについ

て重点的に市場開拓を進めました。 

 防錆事業につきましては、グローバルに製品とサービスを提供している企業グループであることを鮮明にするた

め、４月より当社グループの防錆事業７社の英文社名を「NOF METAL COATINGS＋地域名」に統一いたしました。ま

た、日本法人であるＮＯＦメタルコーティングス株式会社の韓国子会社ＮＯＦメタルコーティングス・コリア

Co.,LTD.の全義（ジョンウィ）新工場が完成し、７月より商業運転を開始いたしました。これにより、アジアにお

ける特殊防錆処理剤の供給体制を強化しております。 

 また、新規事業の北米における営業体制を強化するため、５月には、当社100％出資の米国現地法人であるエ

ヌ・オー・エフ・アメリカ・コーポレーションに、米国カリフォルニア州において新たに営業拠点を設置いたしま

した。 

 さらに、グループ経営を効率化するため、９月１日をもって、連結子会社である日油技研工業株式会社を株式交

換により完全子会社化いたしました。 

 以上のような経営努力を積み重ねてまいりました結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、７５,２２３百

万円と前年同期に比べ１２.３％の増収、経常利益は、６,００６百万円と前年同期比１５０.０％の増益、四半期

純利益は、４,００６百万円と前年同期比２３１.２％の増益となりました。 

  

①機能化学品事業 

 脂肪酸誘導体は、アジア向けを中心に需要が好調に推移したことにより、界面活性剤は、工業用では不採算品の

見直しを行ったものの化粧品基剤およびその配合品の顧客需要が堅調であり、それぞれ売上高は増加しました。 

 エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導体は、電子材料分野および化粧品原料分野への拡販に加え工業

分野の堅調な需要を背景に、有機過酸化物は、主な需要分野である合成樹脂・自動車関連分野などにおける販売が

好調に推移したことにより、それぞれ売上高は増加しました。 

 機能性フィルムは、顧客需要が底堅く、売上高は前年同期並みとなりました。 

 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分野への参入が実現したことによって、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ったため、売上高は増加しまし

た。 

これらの結果、機能化学品事業の売上高は、４７,４６９百万円（前年同期比１９.４％増）、営業利益は、

３,５９９百万円（前年同期比８９２.５％増）となりました。 

   

②ライフサイエンス事業 

 食用加工油脂は、市場の低価格志向への対応はありましたが、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業務用マーガリンの販売が好調に推移したため、売上高は増加しました。 

 機能食品関連製品については、健康関連製品の販売は堅調に推移したものの、猛暑の影響を受けてマイクロカプ

セル化の需要が低調であったため、売上高は減少しました。 

 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、顧客需要

が底堅く、売上高は前年同期並みとなりました。 

 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、米国における需要

が回復基調にあったため、売上高は増加しました。 

 これらの結果、ライフサイエンス事業の売上高は、１２,００１百万円（前年同期比４.１％増）、営業利益は、

１,９３７百万円（前年同期比４４.１％増）となりました。   

１．当四半期決算に関する定性的情報



③化薬事業 

 ロケット関連製品は、ロケットの打ち上げ計画による調達数量が前年同期を下回ったため、売上高は減少しまし

た。 

 産業用爆薬類は、土木分野向けの需要は堅調であったものの、石灰・採石分野における需要が低調であったた

め、売上高は減少しました。 

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

 防衛関連製品は、今期に販売が集中したこともあり、売上高は増加しました。 

 これらの結果、化薬事業の売上高は、１４,８４１百万円（前年同期比２.６％増）となりましたが、品種構成の

影響により、営業利益は３８７百万円（前年同期比５０.６％減）となりました。 

   

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ます。その売上高は、９１１百万円（前年同期

比２５.８％減）となりましたが、コスト削減の効果もあって、営業利益は、６３百万円（前年同期比６６６.８％

増）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２四半期連結累計期間（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。 

  

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べ５,２３９百万円減少し、１５４,１７１百万円となりま

した。 

資産の増減の主な内容は、売上債権の減少２,３２２百万円、主に償却による有形固定資産の減少１,４３５百万

円、投資有価証券の四半期末時価評価等による減少３,５１２百万円、棚卸資産の増加２,００１百万円等でありま

す。 

負債は、前期末に比べ３,２７９百万円減少しました。その主な内容は、有利子負債の減少１,４４９百万円、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１,１２３百万円、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１,１３３百万円、買入債務の増加６９３百万円等であります。 

純資産は、前期末に比べ、１,９５９百万円減少しました。その主な内容は、当第２四半期累計純利益４,００６

百万円、その他有価証券評価差額金の減少１,６８２百万円、配当による減少９５８百万円の他、株式交換による

連結子会社の完全子会社化に伴う自己株式の増加や少数株主持分の減少等によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点における通期の業績予想につきましては、今後の需要の見通しや引き続き不透明な為替の動向等を踏ま

え、本年５月10日に公表いたしました業績予想から変更ありません。 

  



（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、一部の連結子会社を除き実地棚卸を省略し、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。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 

  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、第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は90百万円減

少しております。 

②企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適

用しております。 

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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,649 5,548

受取手形及び売掛金 27,480 29,802

商品及び製品 16,369 15,637

仕掛品 3,946 3,276

原材料及び貯蔵品 7,998 7,399

その他 4,405 3,907

貸倒引当金 △88 △228

流動資産合計 65,761 65,343

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 22,164 22,915

土地 19,269 19,304

その他（純額） 15,755 16,404

有形固定資産合計 57,189 58,624

無形固定資産   

その他 1,487 1,871

無形固定資産合計 1,487 1,871

投資その他の資産   

投資有価証券 21,620 25,133

その他 8,222 8,550

貸倒引当金 △108 △112

投資その他の資産合計 29,734 33,571

固定資産合計 88,410 94,067

資産合計 154,171 159,411

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,765 20,071

短期借入金 5,921 6,422

1年内返済予定の長期借入金 1,545 1,440

未払法人税等 1,712 2,370

賞与引当金 2,902 2,610

その他 8,804 9,387

流動負債合計 41,651 42,302

固定負債   

長期借入金 11,603 12,931

退職給付引当金 3,877 3,915

その他 8,187 9,451

固定負債合計 23,668 26,298

負債合計 65,320 68,600



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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 54,076 51,392

自己株式 △1,263 △2,142

株主資本合計 85,668 82,105

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,123 5,805

為替換算調整勘定 △1,507 △1,035

評価・換算差額等合計 2,615 4,769

少数株主持分 567 3,935

純資産合計 88,851 90,810

負債純資産合計 154,171 159,411



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 66,976 75,223

売上原価 51,241 55,336

売上総利益 15,735 19,886

販売費及び一般管理費 13,633 14,276

営業利益 2,102 5,610

営業外収益   

受取利息 23 21

受取配当金 346 375

その他 454 485

営業外収益合計 824 882

営業外費用   

支払利息 197 128

為替差損 51 117

その他 275 240

営業外費用合計 524 486

経常利益 2,402 6,006

特別利益   

固定資産売却益 52 0

関係会社清算益 28 －

負ののれん発生益 － 947

その他 2 24

特別利益合計 83 972

特別損失   

固定資産除却損 40 22

投資有価証券評価損 － 669

その他 1 211

特別損失合計 42 903

税金等調整前四半期純利益 2,443 6,074

法人税等 1,068 2,000

少数株主損益調整前四半期純利益 1,375 4,074

少数株主利益 165 68

四半期純利益 1,209 4,006



 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」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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）   

(注)１．「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、運送、不動産販売及び管理業務等

を含んでおります。 

  ２．セグメント利益の調整額△378百万円には、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△374百万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．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。 

   

（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
その他 

(注)１ 

（百万円）

合計 
(百万円) 

調整額
(注)２ 
(百万円) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 
(百万円) 

  
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）

計
（百万円）

売上高                 

(1)外部顧客に対する

売上高 
 47,469  12,001  14,841  74,312  911  75,223  －  75,223

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 38  821  15  875  3,685  4,561  △4,561  －

計  47,508  12,822  14,856  75,187  4,597  79,784  △4,561  75,223

セグメント利益  3,599  1,937  387  5,925  63  5,988  △378  5,610



(参考情報)  

 前第２四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２四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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）  

(注)１．「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、運送、不動産販売及び管理業務等

を含んでおります。 

  ２．セグメント利益の調整額△398百万円には、セグメント間取引消去８百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△406百万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．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。   

  

(追加情報) 

 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）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。 

  

  報告セグメント
その他 

(注)１ 

（百万円）

合計 
(百万円) 

調整額
(注)２ 
(百万円) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 
(百万円) 

  
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）

計
（百万円）

売上高                 

(1)外部顧客に対する

売上高 
 39,756  11,526  14,465  65,748  1,227  66,976  －  66,976

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 45  1,038  9  1,092  3,357  4,449  △4,449  －

計  39,801  12,565  14,475  66,841  4,584  71,426  △4,449  66,976

セグメント利益  362  1,344  784  2,492  8  2,500  △398  2,102

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	ヘッダー1: 
	ヘッダー2: 
	ヘッダー3: 日油㈱（4403）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー4: 日油㈱（4403）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー5: 日油㈱（4403）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー6: 日油㈱（4403）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー7: 日油㈱（4403）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー8: 日油㈱（4403）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー9: 日油㈱（4403）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー10: 日油㈱（4403）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー11: 日油㈱（4403）平成23年３月期　第２四半期決算短信
	フッター1: 
	フッター2: 
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -


