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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 75,490 0.4 6,278 11.9 6,731 12.1 4,266 6.5
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

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 2,780百万円 （45.2％） 23年3月期第2四半期 1,914百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 22.74 ―
23年3月期第2四半期 21.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 155,597 89,584 57.2
23年3月期 155,321 89,172 57.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  88,975百万円 23年3月期  88,584百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00
24年3月期 ― 4.00
24年3月期（予想） ― 5.00 9.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 155,000 0.6 9,300 △12.0 10,000 △11.0 6,200 △10.0 32.89



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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は終了しておりません。 

※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
ページの「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 191,682,752 株 23年3月期 191,682,752 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 7,020,303 株 23年3月期 3,193,084 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 187,600,033 株 23年3月期2Q 189,578,600 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当上半期におけるわが国経済は、東日本大震災と原発事故の影響を受け、生産や輸出が一時的に大幅に減少しま

したが、サプライチェーンの立て直しに伴って供給面の制約がほぼ解消するとともに、生産・輸出に持ち直しの動

きが見られました。一方、欧州の金融不安、米国経済の回復鈍化や急激な円高が、輸出企業の業績を圧迫するなど

景気下押し要因も多く、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループを取り巻く事業環境は、アジア地域の需要は堅調で、欧米ならびに国内の需要も回復基調にあった

ものの、第２四半期の需要動向には力強さが見られませんでした。また、原燃料価格の高騰や円高の影響が引き続

き懸念される状況にありました。 

 このような事業環境下において、当社グループは、当事業年度を初年度とする３ヵ年の「２０１３中期経営計

画」をスタートさせ、収益力強化のための各種施策を実行する中で、特に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。また、原燃料価格が高騰を続ける中、適正な製品価格への対応に取り組む一方で、生

産コストの低減を推し進め、震災による業績への影響を 小限にとどめるよう経営努力を重ねてまいりました。 

 尼崎工場（兵庫県尼崎市）に新たに建設しておりました油化学研究所棟は、本年８月に竣工し、 新設備の導入

と研究開発組織の再編により研究開発効率を高め、高機能・高付加価値製品の開発を加速しております。 

 また、近年の環境・エネルギー分野におけるニーズの高まりを背景にアジア地域を中心に急速に需要が拡大して

おります脂肪酸エステルの供給体制を強化するため、尼崎工場および常熟日油化工有限公司（中国江蘇省常熟市）

の製造能力を年間合計約２万トン増強する計画に着手いたしました。 

 これらの結果、当上半期の売上高は、７５,４９０百万円と前年同期比０.４％の増収、経常利益は、６,７３１

百万円と前年同期比１２.１％の増益、四半期純利益は、４,２６６百万円と前年同期比６.５％の増益となりまし

た。 

  

①機能化学品事業 

 脂肪酸誘導体は、環境・エネルギー分野においてニーズが高まっており、アジア向けを中心に需要が好調に推移

したことにより、前年同期に比べ売上高は増加しました。 

 界面活性剤は、トイレタリー原料用の需要が旺盛であったことにより、エチレンオキサイド・プロピレンオキサ

イド誘導体は、化粧品および医薬原料向けの拡販に注力したことにより、それぞれ売上高は増加しました。 

 特殊防錆処理剤・防錆加工は、韓国の自動車向けの需要が好調であったことに加えて、欧米の需要も堅調であ

り、売上高は増加しました。 

 有機過酸化物、機能性フィルムおよび電子材料は、震災の影響により国内の自動車・家電向けの需要が低調であ

ったため、売上高は減少しました。 

 これらの結果、機能化学品事業の売上高は、４７,９６４百万円（前年同期比１.０％増）、営業利益は、４,１

０８百万円（前年同期比１４.１％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、製パン用機能性油脂を中心に拡販し、前年同期に比べ売上高は増加しましたが、利益面では原

料価格高騰の影響を大きく受けました。 

 機能食品関連製品は、顧客需要が底堅く、売上高は前年同期並みとなりました。 

 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）関連製品は、医薬関連向けの

拡販に注力したものの、アイケア向けの需要が低調であったため、売上高は減少しました。 

 ＤＤＳ（ドラッグ・デリバリー・システム：薬物送達システム）医薬用製剤原料は、ＰＥＧ修飾剤は欧米大口需

要家向けの需要が堅調であったものの、その他製品の需要が低調であったため、売上高は減少しました。 

 これらの結果、ライフサイエンス事業の売上高は、１１,９４６百万円（前年同期比０.５％減）とほぼ前年同期

並みとなりましたが、油脂原料価格の高騰により、営業利益は、１,４７２百万円（前年同期比２４.０％減）とな

りました。 

  

③化薬事業  

 ロケット関連製品は、新型ロケット用の試作品を納入したこともあり、前年同期に比べ売上高は増加しました。

 産業用爆薬類は、公共事業投資の減少により土木向けの需要が低調であったため、売上高は減少しました。 

 防衛関連製品は、売上高は前年同期並みとなりました。 

 これらの結果、化薬事業の売上高は、１４,７７２百万円（前年同期比０.５％減）となりましたが、品種統廃合

とコスト削減の効果もあって、営業利益は１,０９４百万円（前年同期比１８２.１％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



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、８０７百万円（前年同期

比１１.４％減）となりましたが、営業利益は、６５百万円（前年同期比３.５％増）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は、前期末に比べ２７６百万円増加し、１５５,５９７百万円となりました。 

資産の増減の主な内容は、現金及び預金の増加１,４６１百万円、棚卸資産の増加２,７９９百万円、売上債権の

減少９９５百万円、投資有価証券の四半期末時価評価等による減少２,７５９百万円等であります。 

負債は、前期末に比べ１３５百万円減少しました。負債の増減の主な内容は、買入債務の減少４５百万円、有利

子負債の増加１,３６６百万円、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１,１１５

百万円、法人税等の納付による未払法人税等の減少８６５百万円等であります。 

純資産は、前期末に比べ、４１１百万円増加しました。純資産の増減の主な内容は、当第２四半期累計純利益

４,２６６百万円、その他有価証券評価差額金の減少１,６３３百万円、配当による減少９４２百万円及び自己株式

の取得による減少１,４２４百万円等によるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、海外経済の減速懸念に加え、引き続き不透明な為替相場や原燃料価格の動向を

踏まえ、当初予想のままとしております。 

 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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

(税金費用の計算)  

  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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,714 8,175

受取手形及び売掛金 30,089 29,094

商品及び製品 16,119 18,000

仕掛品 3,657 3,696

原材料及び貯蔵品 7,690 8,569

その他 4,652 4,457

貸倒引当金 △192 △189

流動資産合計 68,731 71,804

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,610 21,783

土地 19,606 19,616

その他（純額） 13,876 14,205

有形固定資産合計 55,093 55,605

無形固定資産   

その他 1,131 946

無形固定資産合計 1,131 946

投資その他の資産   

投資有価証券 22,584 19,824

その他 7,986 7,619

貸倒引当金 △206 △202

投資その他の資産合計 30,364 27,241

固定資産合計 86,589 83,793

資産合計 155,321 155,597

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,807 20,762

短期借入金 5,953 8,577

1年内返済予定の長期借入金 4,743 10,275

未払法人税等 2,965 2,100

賞与引当金 2,742 2,880

その他 9,109 9,632

流動負債合計 46,322 54,228

固定負債   

長期借入金 8,102 1,320

退職給付引当金 3,917 3,810

その他 7,805 6,654

固定負債合計 19,825 11,785

負債合計 66,148 66,013



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30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 54,129 57,453

自己株式 △1,310 △2,735

株主資本合計 85,673 87,573

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,588 2,955

為替換算調整勘定 △1,677 △1,552

その他の包括利益累計額合計 2,910 1,402

少数株主持分 588 608

純資産合計 89,172 89,584

負債純資産合計 155,321 155,597



（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） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 75,223 75,490

売上原価 55,336 55,453

売上総利益 19,886 20,036

販売費及び一般管理費 14,276 13,758

営業利益 5,610 6,278

営業外収益   

受取利息 21 31

受取配当金 375 384

その他 485 576

営業外収益合計 882 992

営業外費用   

支払利息 128 138

為替差損 117 245

その他 240 155

営業外費用合計 486 539

経常利益 6,006 6,731

特別利益   

固定資産売却益 0 1

負ののれん発生益 947 －

その他 24 0

特別利益合計 972 1

特別損失   

災害による損失 123 237

固定資産除却損 22 26

投資有価証券評価損 669 2

その他 88 2

特別損失合計 903 268

税金等調整前四半期純利益 6,074 6,465

法人税等 2,000 2,173

少数株主損益調整前四半期純利益 4,074 4,291

少数株主利益 68 25

四半期純利益 4,006 4,266



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,074 4,291

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,683 △1,636

為替換算調整勘定 △476 124

その他の包括利益合計 △2,159 △1,511

四半期包括利益 1,914 2,780

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,852 2,758

少数株主に係る四半期包括利益 62 21



 該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第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） 

     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．「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あります。 

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。   

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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．「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△461百万円には、セグメント間取引消去△１百万円、各報告セグメント 

に配分していない全社費用△459百万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あります。 

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。  

     

 該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  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)外部顧客への売上高  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

  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)外部顧客への売上高  47,964  11,946  14,772  74,683  807  75,490  －  75,490

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 53  1,188  7  1,249  3,741  4,990  △4,990     － 

計  48,018  13,134  14,779  75,932  4,548  80,480  △4,990  75,490

セグメント利益  4,108  1,472  1,094  6,674  65  6,739  △461  6,278

（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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