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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 76,094 7.0 5,464 △12.5 5,761 △12.5 3,496 △26.3

18年９月中間期 71,137 6.0 6,246 17.3 6,585 11.7 4,744 29.3

19年３月期 150,208 － 11,595 － 12,021 － 7,227 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 17 40 17 39

18年９月中間期 23 19 23 16

19年３月期 35 55 35 51

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 78百万円 18年９月中間期 △27百万円 19年３月期 △63百万円

(2）連結財政状態

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

19年９月中間期 193,210 100,802 50.1 487 20

18年９月中間期 189,561 99,764 50.6 475 62

19年３月期 194,620 102,004 50.4 486 24

（参考）自己資本 19年９月中間期 96,841百万円 18年９月中間期 95,963百万円 19年３月期 98,113百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 6,795 △5,686 △1,059 8,534

18年９月中間期 1,422 △2,124 △797 7,534

19年３月期 6,601 △6,187 △1,770 7,719

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 4 00 7 00 11 00

20年３月期 5 00 －

20年３月期（予想） － 6 00 11 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 157,000 4.5 11,700 0.9 12,000 △0.2 7,800 7.9 39 24
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４．その他

(1）期中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）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、21ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」、22ページ「表示方法の

変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 201,682,752株 18年９月中間期 206,082,752株 19年３月期 203,682,752株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 2,909,517株 18年９月中間期 4,317,612株 19年３月期 1,900,710株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 52,312 5.8 3,501 △16.3 4,424 △17.9 3,115 △26.7

18年９月中間期 49,425 5.0 4,183 15.0 5,385 19.1 4,251 34.1

19年３月期 100,358 － 7,557 － 9,446 － 6,899 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 15 50

18年９月中間期 20 78

19年３月期 33 94

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 162,168 83,990 51.8 422 54

18年９月中間期 161,903 84,184 52.0 417 24

19年３月期 165,776 86,246 52.0 427 42

（参考）自己資本 19年９月中間期 83,990百万円 18年９月中間期 84,184百万円 19年３月期 86,246百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 106,000 5.6 7,600 0.6 9,000 △4.7 6,500 △5.8 32 70

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

上記業績予想に関する事項につきましては、４ページの３）当期の見通しをご参照ください。
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１．経営成績
（１）経営成績に関する分析

    １）当中間期の概況

　　                                                                                   （単位：百万円、％）

売上高 営業利益 経常利益 中間純利益

　　当中間期 76,094 5,464 5,761 3,496

　　前中間期 71,137 6,246 6,585 4,744

　　　増減率 7.0 △12.5 △12.5 △26.3

　当中間期におけるわが国経済は、米国の景気、原油価格の動向など国内外経済に与える影響について不透明な部分もあ

りましたが、民間設備投資の増加や個人消費の増加基調などにより、景気は緩やかに回復を続けました。

　当社グループを取り巻く事業環境については、石化原燃料価格の高止まりや天然油脂原料の高騰などの影響を受ける中、

国内外における企業間競争はますます激しさを増してきております。

当社グループは、厳しい事業環境の中でも成長の期待に応え、かつ存在感ある企業グループを目指して、２００７年度を

最終年度とする「２００７中期経営計画」を指針に、売上高の拡大と収益力の強化に取り組んでおります。

　基幹事業については、高付加価値製品の拡販、更なる生産コストの低減に努め、収益基盤の強化を図ってまいりました。

高機能潤滑油、トナー用ワックス、化粧品基剤およびその配合品などについては、重点的に市場開拓を進めました。また、

各種の新規機能性フィルムの研究開発を促進するため、フィルム開発センターを本年３月に完成させました。

　新規開発事業については、市場開発・研究開発体制の強化を行うとともに、生産設備の増強を行ってまいりました。一

昨年建設したＧＭＰ対応のＤＤＳ工場は、効率よく稼働させたことで、ＤＤＳ医薬用製剤原料の生産能力が大幅に増強さ

れ、世界的認知も大きく拡大しました。１０月１日から、ＤＤＳ事業開発部はＤＤＳ事業部に名称を変更し、更に発展を

目指します。また、ライフサイエンス事業におきましても、生体適合素材ＭＰＣのモノマー・ポリマー設備を増強して生

産能力を高めたこともあり、売上高が増加しました。

　以上のような経営努力を積み重ねてまいりました結果、当中間期の売上高は、７６，０９４百万円と前年同期比７．０％

の増収となったものの、石化原燃料の高止りや天然油脂原料の高騰などの影響を受け、経常利益は、５，７６１百万円と

前年同期比１２．５％の減益、中間純利益は、３，４９６百万円と前年同期比２６．３％の減益となりました。通期では、

重点商品のさらなる拡販や原料高騰への価格対応により、減益分をカバーできると見ているため、当初の業績見込みは変

更しておりません。

　なお、中間配当金につきましては、１株につき５円とさせていただきました。

 

   ２）当中間期のセグメント別の概況

　　　(事業別業績)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

油脂製品 化成製品 火薬・加工品 その他

売上高
 

営業利益
 

売上高
 

営業利益
 

売上高
 

営業利益
 

売上高
 

営業利益
 

　　当中間期 30,525 559 31,227 3,976 13,813 865 528 33

　　前中間期 27,813 944 29,212 4,202 13,413 949 697 148

　　　増減 2,711 △385 2,015 △225 399 △83 △169 △115

 

　① 油脂製品事業

　油脂製品事業の売上高は、３０，５２５百万円と前年同期比９．７％の増収となりましたが、天然油脂原料の急激な上

昇の影響により、営業利益は、５５９百万円と前年同期比４０．８％の減益となりました。

　脂肪酸は需要が底堅く推移し、脂肪酸誘導体については、これまで重点的に市場開拓を進めてきました高機能潤滑油や

トナー用ワックスの出荷が堅調であり、また、トイレタリー用洗浄剤原料、化粧品基剤およびその配合品の出荷も好調に

推移したことから、売上高は増加しました。

　食用加工油脂は、製菓・製パン用マーガリンを中心に売上高が増加しました。また、機能食品関連製品は、医療栄養食

において売上高を伸ばしましたが、健康関連製品は、健康食品市場の需要低迷の影響を受け、売上高は減少しました。
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　② 化成製品事業

　化成製品事業の売上高は、３１，２２７百万円と前年同期比６．９％の増収となりましたが、石化原燃料価格の高止ま

りの影響を受け、営業利益は、３，９７６百万円と前年同期比５．４％の減益となりました。

　有機過酸化物は、国内の出荷が堅調に推移する中、海外向けの出荷は好調で、売上高は増加しました。また、機能性フィ

ルムはプラズマディスプレイパネルなど薄型大画面テレビの在庫調整の影響により、売上高は減少しました。

　エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導体については、独自技術を生かした高機能製品を、基礎化粧品分野、

電子材料分野および医薬原料分野で積極的に展開を進めたことにより、売上高は増加しました。生体適合素材であるＭＰ

Ｃ関連製品は、スキンケア・ヘアケア市場において、ＭＰＣが持つ保湿性と皮膚および毛髪保護効果の認知が進み、売上

高は増加しました。電子材料については、液晶表示用カラーフィルター関連材料を中心に着実に市場展開を進めた結果、

売上高は増加しました。また、当社の独自技術による熱可塑性グラフトポリマーを用いた高周波基板材料について、その

特性が評価され、実用化に向けた開発が進んでおります。

　ＤＤＳ医薬用製剤原料については、当社固有の合成・精製技術を用いた原薬修飾用ポリエチレングリコール誘導体にお

いて、新規の分岐型誘導体を開発し市場に投入したこと、また、ＤＤＳ工場の安定した稼動が世界的に評価されたことに

より、売上高は増加しました。また、高純度リン脂質を含む医薬用材料は、新規顧客開拓に注力したことにより、売上高

は増加しました。

　特殊防錆処理剤・防錆加工については、自動車部品業界をはじめとする国内外の需要増により、売上高は増加しました。

また、環境対応型防錆処理剤「ジオメット®」の市場定着は着実に進んでおります。

　③ 火薬・加工品

　火薬・加工品事業の売上高は、１３，８１３百万円と前年同期比３．０％の増収となりましたが、原材料の値上がりな

どの影響を受け、営業利益は、８６５百万円と前年同期比８．８％の減益となりました。

　産業用爆薬類は、公共事業投資の減少による土木工事関連業界の需要減により、ロケット関連製品は、ロケットの打ち

上げが昨年より少なかったことにより、いずれも売上高は減少しました。防衛関連製品は、当中間期に出荷が集中したこ

とから、売上高は増加しました。また、自動車用安全部品は、シートベルト用ガス発生器の拡販を着実に進めたほか、イ

ンフレータ用ガス発生剤や点火装置の出荷増もあり、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ますが、その売上高は、５２８百万円と前年同期比２

４．３％の減収、営業利益は、３３百万円と前年同期比７７．７％の減益となりました。

 

  ３）当期の見通し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円，％）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成２０年３月期 157,000 11,700 12,000 7,800

平成１９年３月期 150,208 11,595 12,021 7,227

　　　増減率 4.5 0.9 △0.2 7.9

　国内の景気動向は、石化原燃料価格の高止まりや天然油脂原料の高騰など先行き不透明な部分を残していますが、引き

続き底堅く推移するものと見込まれています。

当社グループといたしましては、厳しい事業環境の中でも存在感のある企業グループを目指して、グループを挙げて「２

００７中期経営計画」を指針に売上高拡大と体質強化を図ってまいります。基幹事業においては、グループ会社を含めて、

新規分野、新規事業の開発力を高め、収益基盤の強化と経営効率の向上を図ります。新規開発事業においては、市場開発・

研究開発を効率化するとともに開発のスピードに留意し、築き上げた顧客との信頼関係を基盤に、さらに事業の拡大を目

指します。

　油脂製品事業は、高付加価値製品の開発を進めるとともに、差別化製品の重点販売によりシェアの維持・拡大を進めて

まいります。また、天然油脂原料の高騰への価格対応を進めてまいります。化成製品事業は、既存製品の拡販、新規開発

事業については事業拡大を目指してまいります。火薬・加工品事業は、産業用爆薬および宇宙ロケット関連製品で引続き

厳しい市場環境が予想されるものの、自動車用安全部品などの拡販を目指してまいります。その他の事業は、前期と同様

の事業展開を行ってまいります。当期の各事業は以上のとおりであり、売上高は１，５７０億円、営業利益１１７億円、

経常利益１２０億円、当期純利益７８億円を予想しております。
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 (2）財政状態に関する分析 

　１）資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析

 　総資産は、前期末に比べ14億円減少し、1,932億円となりました。主な増加はたな卸資産の増加40億円や有形固定資

産の増加22億円であり、主な減少は受取手形および売掛金の減少34億円、投資有価証券の減少35億円であります。

負債は、前期末に比べ2億円減少し、924億円となりました。主な増加は有利子負債の増加20億円であり、主な減少は繰

延税金負債の減少11億円です。

純資産(少数株主持分を含む)は前期末に比べ12億円減少し、1,008億円となりました。主な増加は中間純利益が34億円で

あり、主な減少は配当の支払14億円や自己株式の取得15億円であります。

前中間期 当中間期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 1,422 6,795 5,373

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △2,124 △5,686 △3,561

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △797 △1,059 △262

換算差額（百万円） 102 166 63

新規連結に伴う増加額 303 598 295

増減（百万円） △1,093 814 1,908

現金及び現金同等物期末残高（百万円） 7,534 8,534 999

 営業活動によるキャッシュフローは、前年同期と比較して53億円増加し、67億円となりました。当中間期において税

金等調整前当期純利益は57億円、減価償却費は32億円となり、法人税等の支払額は26億円となりました。

投資活動によるキャッシュフローは、前年同期と比較して35億円支出が増加して、56億円の支出となりました。主に

設備投資による支出55億円であります。

財務活動によるキャッシュフローは、前年同期と比較して2億円支出が増加して、10億円の支出となりました。借入に

よる収入が19億円ありましたが、一方、自己株式取得による支出15億円、配当金の支払14億円がありました。

以上の結果、当中間期末の現金および現金同等物の残高は、前期末に比べ9億円増加の85億円となりました。

 

２）キャッシュ・フロー関連指標の推移

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。 

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 当中間期

自己資本比率（％） 45.3 51.1 50.4 50.1

時価ベースの自己資本比率（％） 46.6 78.0 62.4 51.1

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率（年）
6.1 1.8 4.2 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
10.6 35.9 15.5 33.7

　（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

（中間期は記載しておりません）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に

計上されている社債、転換社債及び借入金の合計額を対象としております。また、利払いは、連結キャッ

シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、配当額の維持向上と機動的な自己株式取得・消

却に努めてまいります。内部留保につきましては、将来の株主利益確保のため、設備投資、研究開発投資および財務

体質の充実などにあてております。今後とも、収益基盤を強化し、株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上を図ってまいり

ます。

　この基本方針に基づき、中間配当金は当初の予定通り１株当たり５円とさせていただきます。期末配当金につきま

しても当初の予定通り１株当たり６円とし、年間１１円とさせていただく予定であります。
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２．企業集団の状況
　当社は、本年迎えました創立７０周年を機に、事業領域の更なる拡がりを目指し、１０月１日をもって社名を「日油株

式会社」（英文名：ＮＯＦ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ）に変更いたしました。

当社の企業集団は、当社、子会社３４社（内 在外１２社）、および関連会社１５社（内 在外２社）で構成され、油脂製

品、化成製品、火薬・加工品等の製造販売を主な事業内容とし、その他、物流および不動産等の事業活動を展開しており

ます。

　当社グループの事業に関わる位置付けおよび事業の種類別セグメントは、次のとおりであります。

 

（１） 油脂製品事業

　脂肪酸、脂肪酸誘導体、界面活性剤、食用加工油脂、健康関連食品等から構成される油脂製品事業は当社が製造し、販

売を行っているほか、日油商事（株）、油化産業（株）およびニチユソリューション（株）は国内で、エヌ・オー・エフ・

ヨーロッパ（ベルギー）ＮＶはヨーロッパで、当社製品の販売を行っております。また、１００％子会社として中国に設

立した常熟日油化工有限公司が、本年３月から操業し、脂肪酸エステルの製造、販売を開始しました。

（２） 化成製品事業

 　化成製品事業は、有機過酸化物、ポリブテン、エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導体、特殊防錆処理剤、

機能性ポリマー、反射防止フィルム、ＭＰＣ関連製品、電子材料、ＤＤＳ医薬用製剤原料等から構成されております。特

殊防錆処理剤を除く化成製品は当社が製造および販売を行っているほか、油化産業（株）が国内でこれら製品の販売を行っ

ております。また、Ｐ.Ｔ.エヌ・オー・エフ・マス・ケミカル・インダストリーズはインドネシアにおいて有機過酸化物

を製造し、インドネシア国内は同社が、その他の地域は当社が販売を行っております。さらに、１００％子会社として中

国に設立した常熟日油化工有限公司が、本年３月から操業し、有機過酸化物の製造、販売を開始しました。特殊防錆処理

剤は（株）日本ダクロシャムロックが日本国内で、メタルコーティングスインターナショナルＩｎｃ．が米国で、ダクラー

ルＳ.Ａ.がフランスで、コーリア・シャムロックが韓国で、製造および販売を行っております。

（３） 火薬・加工品事業

　

　火薬・加工品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、金属加工品等から構成され

ております。産業用爆薬類は当社、日本工機（株）および北海道日油（株）が製造し、（株）ジャペックスが販売を行っ

ております。防衛関連製品は、当社、日本工機（株）、日油技研工業（株）、昭和金属工業（株）および北海道日油（株）

が製造および販売を、ロケット関連製品は当社および日油技研工業（株）が製造および販売を行っております。自動車安

全部品は、昭和金属工業（株）および（株）オートリブニチユが製造および販売を行っております。日本工機（株）、日

油技研工業（株）、昭和金属工業（株）、日邦工業（株）および北海道日油（株）は各種火工品、金属加工品の製造およ

び販売を行っております。

（４） その他の事業

　その他の事業として、ニチユ物流（株）は主に当社製品の運送業務を行っております。日油商事（株）は不動産業務を

行っております。
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得        意        先 

各種製品（油脂製品、化成製品、その他） 
  ◎油化産業（株） 
  ◎日油商事（株） 
  ◎常熟日油化工有限公司 

日  

油  

株  

式  
会  

社 

油脂製品 
  ◎ニチユソリューション（株） 
  ◎NOF EUROPE（BELGIUM) N．V． 
  ◎日油工業（株） 
  ○ニッサン石鹸（株） 
  ○PT．SINAR OLEOCHEMICAL INTERNATIONAL 
  ◇非連結子会社 ２社 
  ＊持分法非適用関連会社 ６社 

化成製品 
  ◎PT．NOF MAS CHEMICAL INDUSTRIES 
  ◎（株）日本ダクロシャムロック 

◎（株）ニッカコーティング 
  ◎KOREA SHAMROCK CO．LTD 
  ◎METAL COATINGS INTERNATIONAL IＮC． 
  ◎MICHIGAN METAL COATINGS CO． 
  ◎GEORGIA METAL COATINGS CO． 
  ◎METAL COATINGS BRAZIL IND．E．COM．LTDA． 
  ◎DACRAL S．A． 
  ◎DACRAL MANUFACTURING 
  ◇非連結子会社 １社 
  ＊持分法非適用関連会社 ２社 

その他の事業 
  ◎ニチユ物流(株) 
  ◇非連結子会社 ３社 
  ＊持分法非適用関連会社 １社 

火薬・加工品 
  ◎日油技研工業（株） 
  ◎日本工機（株） 
  ◎昭和金属工業（株） 
  ◎北海道日油（株） 
  ◎（株）ジャペックス 
  ◎日邦工業（株） 
  ◎その他連結子会社１社 
  ○（株）オートリブニチユ 
  ◇非連結子会社 ４社 
  ＊持分法非適用関連会社 ３社 

以上の企業集団について事業の系統図を示すと次のとおりであります。 

製品及びサービス 

（注）１．◎：連結子会社（２４社）、○：持分法適用関連会社（３社） 
     ◇：非連結子会社（１０社）、＊：持分法非適用関連会社（１２社） 
   ２．    は製品の流れ、     は原材料およびサービスの提供の流れを示します。 
   ３．当社は、平成 19 年 10 月１日をもって、社名を日油株式会社に変更しました。 
   ４．従来、非連結子会社であった常熟日油化工有限公司は、重要性が増加したため、 
     当中間連結会計期間より連結子会社に含めました。 

日油（株）（4403）　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 8 －



３．経営方針
(1)会社の経営の基本方針

　当社グループは、「バイオから宇宙まで幅広い分野で、新しい価値を創造し、人と社会に貢献する」ことを経営理

念としております。具体的には、「環境との調和」および「製品と事業活動における安全」を前提として「総合力を

発揮し、未来を拓く先端技術と優れた商品を開発」し、「カスタマーニーズに応えた最高の品質とサービスのグロー

バルな提供」により「適切な利益水準を維持」し、株主、社員、取引先、地域社会などのステークホルダーに「公正

に還元」してまいります。

　また、社員に挑戦と成長を求め、「意欲ある挑戦を支援する」こと等により、事業の継続的な発展を目指しており

ます。

 

(2）目標とする経営指標

　経営の主たる指標については、株主重視の視点、個別事業における業績管理など経営効率の評価基準として、株主

資本利益率（ＲＯＥ）、総資産利益率（ＲＯＡ）および売上高経常利益率を活用しております。 

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　市場のグローバル化が進み、企業間競争がますます激しくなる中、当社グループは、「存在感のある企業グループ」

の実現を目指し、事業の体質強化、経営効率の向上に努めてまいります。また、当社グループの事業体制につきまし

ては、これまで油化・化成・化薬・食品を基幹４事業、ライフサイエンス・電材・ＤＤＳを新規開発３事業と位置づ

けた体制で進めてまいりましたが、事業戦略を明確にするため、１０月１日より化成事業から機能フィルム事業を切

り離し独立させました。また併せて、当機能フィルム事業とライフサイエンス、ＤＤＳ事業を新規事業と位置づけ、

開発事業は電材のみといたしました。従いまして、今後は基幹４事業、新規３事業、開発１事業の８事業体制で、成

長を確固たるものとするため、多面的な事業展開を進めてまいります。基幹事業では、更に高付加価値製品分野・高

成長分野にシフトするとともに、一層のコスト競争力強化により売上高の拡大と安定した収益確保を目指します。ま

た、新規事業においては、さらなる用途開発、市場開発に注力し事業の拡大を目指します。 

 

(4）会社の対処すべき課題

　市場の一層のグローバル化に加え、環境・エネルギー問題、中国、インドなどの急速な経済成長の及ぼす影響等々

当社グループを取り巻く事業環境は今後も厳しい状況が続くものと推定されます。特に、地球温暖化対策としてのバ

イオ燃料拡大等の動きを受けた穀物、天然油脂等の価格動向からは眼が離せません。

　当社グループといたしましては、「存在感のある企業グループ」の実現を目指して、引き続き体質強化を進めてま

いります。基幹事業においては、重点商品の積極的拡販、より高機能の新製品の上市、コストダウンの徹底等を具体

的に進める事により、事業の拡大と収益基盤の更なる強化を図ります。新規開発事業は、固有技術の幅を広げと深み

を増すことにより、市場に評価される新製品を提供し、市場開拓のスピードを上げます。また、基幹事業、新規事業

ともに市場の拡大に対応した生産能力増強のための投資を継続して実施するとともに、現在継続中の設備投資につい

ては計画どおりの成果をあげるべく注力いたします。更なるグローバル化への対応を求められている特殊防錆処理剤

に関しては、引き続きこれに応えてまいります。

　当社グループは、企業活動を展開するにあたり、法規を遵守し社会規範と企業倫理に則った透明性の高い経営を行

うため、すでに倫理行動規範を制定し倫理委員会を設置しておりますが、さらに今後、内部統制についても一層の強

化を図ってまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   7,887   8,812   8,012  

２　受取手形及び売
掛金

※４  31,045   30,071   33,481  

３　たな卸資産   24,556   28,670   24,613  

４　繰延税金資産   2,064   2,004   2,066  

５　その他   2,591   2,569   2,867  

６　貸倒引当金   △118   △102   △118  

流動資産合計   68,026 35.9  72,026 37.3  70,923 36.4

Ⅱ　固定資産           

(1)有形固定資産
※１
※２

         

１　建物及び構築
物

 22,251   22,943   22,460   

２　機械装置及び
運搬具

 13,622   15,765   15,882   

３　土地  19,352   19,354   19,376   

４　建設仮勘定  3,976   5,032   3,050   

５　その他  1,796 61,000 32.2 1,882 64,978 33.6 1,986 62,755 32.3

(2)無形固定資産   2,981 1.6  3,204 1.7  3,338 1.7

(3)投資その他の資
産

          

１　投資有価証券  47,347   44,172   47,687   

２　長期貸付金  721   75   745   

３　前払年金費用  5,672   6,353   5,946   

４　繰延税金資産  1,047   771   434   

５　その他  2,841   1,712   2,857   

６　貸倒引当金  △78 57,552 30.3 △83 53,000 27.4 △67 57,603 29.6

固定資産合計   121,534 64.1  121,183 62.7  123,697 63.6

資産合計   189,561 100.0  193,210 100.0  194,620 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買
掛金

※４  23,828   26,524   25,199  

２　短期借入金   7,412   14,587   9,645  

３　一年内返済予定
長期借入金

※２  11,353   313   5,823  

４　未払金   －   3,645   －  

５　未払法人税等   2,387   1,785   2,462  

６　未払費用   3,587   2,813   3,601  

７　預り金   3,328   3,428   3,365  

８　賞与引当金   2,695   2,674   2,681  

９　その他   3,903   649   4,656  

流動負債合計   58,496 30.9  56,422 29.2  57,437 29.5

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２  9,361   15,141   12,553  

２　繰延税金負債   17,453   16,358   17,549  

３　退職給付引当金   3,608   3,644   3,687  

４　役員退職引当金   631   －   368  

５　執行役員退職慰
労引当金

  －   132   －  

６　役員退職慰労引
当金

  －   185   －  

７　その他   246   522   1,019  

固定負債合計   31,300 16.5  35,985 18.6  35,178 18.1

負債合計   89,796 47.4  92,407 47.8  92,616 47.6

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   17,742 9.3  17,742 9.2  17,742 9.1

２　資本剰余金   15,113 8.0  15,113 7.8  15,113 7.8

３　利益剰余金   49,028 25.9  50,129 25.9  49,203 25.3

４　自己株式   △2,674 △1.4  △1,601 △0.8  △1,176 △0.6

株主資本合計   79,209 41.8  81,383 42.1  80,882 41.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券
評価差額金

  17,197 9.0  15,092 7.8  17,452 8.9

２　為替換算調整勘
定

  △443 △0.2  366 0.2  △221 △0.1

評価・換算差額等
合計

  16,753 8.8  15,458 8.0  17,231 8.8

Ⅲ　少数株主持分   3,801 2.0  3,961 2.1  3,890 2.0

純資産合計   99,764 52.6  100,802 52.2  102,004 52.4

負債純資産合計   189,561 100.0  193,210 100.0  194,620 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   71,137 100.0  76,094 100.0  150,208 100.0

Ⅱ　売上原価   51,087 71.8  56,771 74.6  110,308 73.4

売上総利益   20,050 28.2  19,322 25.4  39,900 26.6

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

※１  13,804 19.4  13,858 18.2  28,304 18.9

営業利益   6,246 8.8  5,464 7.2  11,595 7.7

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  91   93   149   

２　受取配当金  305   406   480   

３　持分法による投
資利益

 －   78   －   

４　不動産収入  90   103   189   

５　為替差益  60   －   162   

６　その他  447 994 1.4 246 928 1.2 691 1,673 1.1

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  199   208   407   

２　たな卸資産廃棄
損

 117   36   190   

３　操業前費用  －   192   －   

４　その他  338 654 0.9 193 630 0.8 649 1,247 0.8

経常利益   6,585 9.3  5,761 7.6  12,021 8.0

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※２ 435   60   569   

２　投資有価証券売
却益

 776   58   853   

３　その他  15 1,227 1.7 1 119 0.1 53 1,477 1.0

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※３ 39   48   135   

２　投資有価証券売
却損

 3   0   7   

３　投資有価証券評
価損

 2   －   34   

４　環境対策費用  －   －   30   

５　たな卸資産評価
損

 －   －   72   

６　不具合対策費用  －   －   323   

７　70周年記念事業
費

 －   49   －   

８　その他  51 97 0.1 49 147 0.2 109 713 0.5

税金等調整前中
間（当期）純利
益

  7,716 10.9  5,734 7.5  12,785 8.5

法人税、住民税
及び事業税

 2,539   1,954   4,435   

法人税等調整額  277 2,817 4.0 152 2,107 2.7 852 5,288 3.5

少数株主利益   153 0.2  130 0.2  270 0.2

中間（当期）純
利益

  4,744 6.7  3,496 4.6  7,227 4.8
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 株　　主　　資　　本

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高　　　　　　　
　（百万円）

17,742 15,695 46,137 △372 79,203

中間連結会計期間中の変動額      

利益処分による剰余金の配当   △1,246  △1,246

利益処分による役員賞与   △83  △83

中間純利益   4,744  4,744

自己株式の取得    △3,843 △3,843

自己株式の売却   △17 56 39

自己株式の消却  △582 △902 1,484 －

連結範囲の変動   395  395

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

    －

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　 　 （百万円）

－ △582 2,891 △2,302 6

平成18年９月30日残高
　　　　　　　　　 （百万円）

17,742 15,113 49,028 △2,674 79,209

 評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
 

 その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高
　　　　　　　　　 　 （百万円）

19,407 △423 18,984 3,652 101,840

中間連結会計期間中の変動額      

利益処分による剰余金の配当     △1,246

利益処分による役員賞与     △83

中間純利益     4,744

自己株式の取得     △3,843

自己株式の売却     39

自己株式の消却     －

連結範囲の変動     395

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

△2,210 △20 △2,230 148 △2,082

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　 　 （百万円）

△2,210 △20 △2,230 148 △2,075

平成18年９月30日残高
　　　　　　　　 　（百万円）

17,197 △443 16,753 3,801 99,764
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 当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 株　　主　　資　　本

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高　　　　　　　
（百万円）

17,742 15,113 49,203 △1,176 80,882

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △1,412  △1,412

利益処分による役員賞与   △4  △4

中間純利益   3,496  3,496

自己株式の取得    △1,558 △1,558

自己株式の売却   △11 32 21

自己株式の消却   △1,101 1,101 －

連結範囲の変動   △40  △40

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

    －

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　 　 （百万円）

－ － 925 △424 500

平成19年９月30日残高
　　　　　　　　　 （百万円）

17,742 15,113 50,129 △1,601 81,383

 評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
 

 その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高
　　　　　　　　　 　 （百万円）

17,452 △221 17,231 3,890 102,004

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △1,412

利益処分による役員賞与     △4

中間純利益     3,496

自己株式の取得     △1,558

自己株式の売却     21

自己株式の消却     －

連結範囲の変動     △40

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額） 

△2,360 587 △1,773 70 △1,702

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　 　 （百万円）

△2,360 587 △1,773 70 △1,201

平成19年９月30日残高
　　　　　　　　 　（百万円）

15,092 366 15,458 3,961 100,802
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 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 株　　主　　資　　本

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高　　　　　　　
（百万円）

17,742 15,695 46,137 △372 79,203

連結会計年度中の変動額      

利益処分による剰余金の配当   △1,246  △1,246

剰余金の配当   △807  △807

利益処分による役員賞与   △83  △83

当期純利益   7,227  7,227

自己株式の取得    △3,888 △3,888

自己株式の売却   △36 112 76

自己株式の消却  △582 △2,388 2,971 －

連結範囲の変動   400  400

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

     

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　 　 （百万円）

－ △582 3,065 △804 1,678

平成19年３月31日残高
　　　　　　　　　 （百万円）

17,742 15,113 49,203 △1,176 80,882

 評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
 

 その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高
　　　　　　　　　 　 （百万円）

19,407 △423 18,984 3,652 101,840

連結会計年度中の変動額      

利益処分による剰余金の配当     △1,246

剰余金の配当     △807

利益処分による役員賞与     △83

当期純利益     7,227

自己株式の取得     △3,888

自己株式の売却     76

自己株式の消却     －

連結範囲の変動     400

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

△1,954 202 △1,752 237 △1,514

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　 　 （百万円）

△1,954 202 △1,752 237 164

平成19年３月31日残高
　　　　　　　　 　（百万円）

17,452 △221 17,231 3,890 102,004
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
 至　平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
(自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日)

区分
注記
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  7,716 5,734 12,785

減価償却費  2,752 3,248 5,799

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △957 △456 △1,158

受取利息及び受取配当金  △396 △499 △630

支払利息  199 208 407

持分法による投資損益  27 △78 63

固定資産売却益  △435 △60 △569

投資有価証券売却損益  △772 △57 △846

70周年記念事業費  － 49 －

売上債権の増減額（増加：△）  △914 4,259 △3,280

たな卸資産の増減額（増加：△）  △3,051 △3,975 △3,012

仕入債務の増減額（減少：△）  1,215 356 2,525

その他  △1,377 404 △1,109

小計  4,005 9,132 10,974

利息及び配当金の受取額  418 510 660

利息の支払額  △205 △201 △426

70周年記念事業による支出  － △9 －

法人税等の支払額  △2,796 △2,636 △4,608

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,422 6,795 6,601
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前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
 至　平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
(自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日)

区分
注記
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出  △809 △1,573 △1,825

投資有価証券の売却による収入  1,416 1,187 2,581

有形・無形固定資産の取得による支出  △3,649 △5,593 △8,072

有形・無形固定資産の売却による収入  866 182 1,030

短期貸付金の純増減額（増加：△）  3 5 6

長期貸付による支出  △273 △2 △270

長期貸付金の回収による収入  16 15 20

その他  304 92 342

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,124 △5,686 △6,187

Ⅲ　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（減少：△）  2,421 4,912 4,800

長期借入による収入  1,100 2,700 4,300

長期借入金の返済による支出  △4,027 △5,656 △9,743

転換社債減債基金積立の払戻しによる収
入

 4,844 － 4,844

自己株式の取得による支出及び売却によ
る収入

 △3,804 △1,537 △3,815

配当金の支払額  △1,246 △1,409 △2,053

少数株主への配当金の支払額  △85 △68 △101

財務活動によるキャッシュ・フロー  △797 △1,059 △1,770

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  102 166 143

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

 △1,397 216 △1,212

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高　　  8,628 7,719 8,628

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増
加額

 303 598 303

Ⅷ　現金及び現金同等物中間期末（期末）残
高 ※１ 7,534 8,534 7,719
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　連結の範囲

(1) 連結子会社の数及び主要な連結

子会社名

23社

主要な会社名は日油商事㈱、日

本工機㈱、日油技研工業㈱、㈱

日本ダクロシャムロック、

METAL COATINGS 

INTERNATIONAL INC.、PT.NOF 

MASCHEMICAL INDUSTRIESであ

ります。

 従来、非連結子会社でありま

した㈱ニッカコーティング及び

KOREA SHAMROCKは、重要性が増

加したため、当中間連結会計期

間より連結子会社に含めました。

１　連結の範囲

(1) 連結子会社の数及び主要な連結

子会社名

24社

主要な会社名は日油商事㈱、日

本工機㈱、日油技研工業㈱、㈱

日本ダクロシャムロック、

METAL COATINGS 

INTERNATIONAL INC.、PT.NOF 

MASCHEMICAL INDUSTRIESであ

ります。

従来、非連結子会社でありまし

た常熟日油化工有限公司は、重

要性が増加したため、当中間連

結会計期間より連結子会社に含

めました。

１　連結の範囲

(1) 連結子会社の数及び主要な連結

子会社名

23社

主要な会社名は日油商事㈱、日

本工機㈱、日油技研工業㈱、㈱

日本ダクロシャムロック、

METAL COATINGS 

INTERNATIONAL INC.、PT.NOF 

MASCHEMICAL INDUSTRIESであり

ます。　

 従来、非連結子会社でありま

した㈱ニッカコーティング及び

KOREA SHAMROCKは、重要性が増

加したため、当連結会計年度よ

り連結子会社に含めました。

２　会計処理基準 ２　会計処理基準 ２　会計処理基準

(1）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産……

建物（建物附属設備を除く）

については、主として定額法

によっております。建物以外

については、主として定率法

によっております。なお、主

な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産……

同左

(1)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産……

同左

建物及び構築物

７～50年

同左

 

同左

 

機械装置及び運搬具

６～12年
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 　なお、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法

に基づく減価償却方法を採用

しております。また、平成19

年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、改正

前の法人税法に基づいて減価

償却を行い、償却可能限度額

に達した連結会計年度の翌連

結会計年度以降５年間で備忘

価額を残して均等償却してお

ります。

 

無形固定資産……

定額法によっております。な

お、自社利用のソフトウェア

については社内における利用

可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。

無形固定資産……

同左

無形固定資産……

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）重要な引当金の計上基準 (2）重要な引当金の計上基準 (2重要な引当金の計上基準

①役員退職引当金……

当社及び連結子会社のうち日

油商事㈱、日油技研工業㈱、

油化産業㈱、昭和金属工業㈱、

日邦工業㈱、㈱ジャペックス、

ニチユソリューション㈱、㈱

日本ダクロシャムロック及び

ニチユ物流㈱は役員等の退職

慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

なお、当社の役員（取締役及

び監査役）の退職慰労金制度

の廃止（平成16年６月29日）

以前の在任期間に対応する退

職慰労金については、当中間

連結会計期間末の役員退職引

当金に含めて計上しておりま

す。

────── ①役員退職引当金……

当社及び連結子会社のうち日

油商事㈱、日油技研工業㈱、

油化産業㈱、昭和金属工業㈱、

日邦工業㈱、㈱ジャペックス、

ニチユソリューション㈱、㈱

日本ダクロシャムロック及び

ニチユ物流㈱は役員等の退職

慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

なお、当社の役員（取締役及

び監査役）の退職慰労金制度

の廃止（平成16年６月29日）

以前の在任期間に対応する退

職慰労金については、当連結

会計期間末の役員退職引当金

に含めて計上しております。

────── ①執行役員退職慰労引当金……

当社の執行役員等の退職慰労

金の支出に備えるため、内規

に基づく当中間連結会計期間

末要支給額を計上しておりま

す。

──────

────── ②役員退職慰労引当金……

日油商事㈱、日油技研工業㈱、

油化産業㈱、昭和金属工業㈱、

日邦工業㈱、㈱ジャペックス、

ニチユソリューション㈱、㈱

日本ダクロシャムロック、ニ

チユ物流㈱、日本工機㈱及び

日油工業㈱は役員等の退職慰

労金の支出に備えるため、内

規に基づく当中間連結会計期

間末要支給額を計上しており

ます。

　従来、役員退職引当金と表

示しておりましたが、より適

正な表示とするため、当中間

連結会計期間より「役員退職

慰労引当金」として表示して

おります。

──────

なお、上記　連結の範囲に関する事項、会計処理基準のうちの重要な減価償却資産の減価償却の方法に関する事項、

および、重要な引当金の計上基準のうちの役員退職引当金に関する事項以外は、最近の有価証券報告書（平成19年６

月28日提出）における記載から重要な変更がないため、開示を省略しております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ────── （重要な減価償却資産の減価償却の

方法の変更)

　平成19年度法人税法改正に伴い、

平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については改正後の

法人税法に基づく減価償却方法を

採用しております。

　この変更に伴い、当中間連結会

計期間の営業利益、経常利益、税

金等調整前中間純利益がいずれも

19百万円減少しております。 

 ──────

 （追加情報)

　平成19年度法人税法改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した

有形固定資産については、改正前

の法人税法に基づいて減価償却を

行い、償却可能限度額に達した連

結会計年度の翌連結会計年度以降

５年間で備忘価額を残して均等償

却しております。この変更に伴い、

当中間連結会計期間の営業利益、

経常利益、税金等調整前中間純利

益がいずれも214百万円減少して

おります。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

────── （中間連結貸借対照表）

①　前連結会計年度まで固定負債の「役員退職引当金」

として表示しておりました金額のうち、当社の役員

退職慰労金制度廃止決議で承認された当該役員退職

時までの支払保留額は、「租税特別措置法上の準備

金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職

慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（監査・保

証実務委員会報告第42号）の公表を契機に、固定負

債の「その他」に含めて表示しております。なお、

前中間連結会計期間において役員退職引当金に計上

されていた支払保留額は306百万円です。

　また、前連結会計年度まで固定負債の「役員退職

引当金」として表示しておりました金額のうち、当

社の執行役員・理事等の退職慰労引当金について、

より適正な表示とするため、当中間連結会計期間よ

り「執行役員退職慰労引当金」として表示しており

ます。なお、前中間連結会計期間において役員退職

引当金に計上されていた、当社執行役員等の退職慰

労金の額は204百万円です。

 ②　前連結会計年度まで固定負債の「役員退職引当金」

として表示しておりました金額のうち、子会社の役

員等の退職慰労金引当額については、より適正な表

示とするため、当中間連結会計期間より「役員退職

慰労引当金」として表示しております。

 ③　前連結会計年度まで「未払費用」に含めて表示し

ておりました「債務の確定している費用の未払額」

については、グループ会社への基幹系業務統合シス

テムの導入を機に、当中間連結会計期間より「未払

金」として表示しております。

　　なお、前中間連結会計期間において「未払費用」

に含まれる「債務の確定している費用の未払額」は

1,577百万円です。

日油（株）（4403）　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 22 －



注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産減価償却累計額

       107,228百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

              111,716百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

              109,213百万円

※２　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

 期末簿価（百万円）

 工場財団 その他

土地      2,619 78

建物及び構築物     7,010 87

機械装置及び運搬具    5,234 －

計 14,864 165

 期末簿価（百万円）

 工場財団 その他

土地 2,618 78

建物及び構築物     7,073 82

機械装置及び運搬具 5,668 －

計 15,360 160

 期末簿価（百万円）

 工場財団 その他

土地 2,618 78

建物及び構築物 7,214 84

機械装置及び運搬具 6,008 －

計 15,841 162

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

 期末簿価（百万円）

 工場財団 その他

長期借入金※    2,500 15

計 2,500 15

 期末簿価（百万円）

 工場財団 その他

長期借入金※       2,187 14

計 2,187 14

 期末簿価（百万円）

 工場財団 その他

長期借入金※  2,343 14

計 2,343 14

※一年内返済予定額として、長期借入

金157百万円を流動負債に計上してお

ります。

※一年内返済予定額として、長期借入

金 313百万円を流動負債に計上して

おります。

※一年内返済予定額として、長期借入

金 313百万円を流動負債に計上して

おります。

　３　保証債務

連結会社以外の金融機関等からの借入

に対し、債務保証を行っております。

　３　保証債務

連結会社以外の金融機関等からの借入

に対し、債務保証を行っております。

　３　保証債務

連結会社以外の金融機関等からの借入

に対し、債務保証を行っております。

尼崎ユーティリティ

サービス㈱
330百万円

従業員 7　〃

計 337百万円

尼崎ユーティリティ

サービス㈱
   420百万円

従業員 5　〃

計   425百万円

尼崎ユーティリティ

サービス㈱
      323百万円

従業員  6　〃

計       330百万円

※４　中間連結会計期間末日満期手形 ※４　中間連結会計期間末日満期手形 ※４　期末日満期手形

  中間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

て決済処理をしております。

 なお、当中間連結会計期間末日は金融

機関の休日であったため、次の中間連

結会計期間末日満期手形が中間連結会

計期間末残高に含まれております。

  中間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

て決済処理をしております。

 なお、当中間連結会計期間末日は金融

機関の休日であったため、次の中間連

結会計期間末日満期手形が中間連結会

計期間末残高に含まれております。

　期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

ております。

 なお、当期末日が金融機関の休日で

あったため、次の期末日満期手形が中

期末残高に含まれております。

受取手形 836百万円

支払手形 261百万円

受取手形    140百万円

支払手形    368百万円

受取手形    187百万円

支払手形    421百万円

　５　債権流動化に伴う買戻義務

 1,950百万円

　５　債権流動化に伴う買戻義務

     2,389百万円

　５　債権流動化に伴う買戻義務

       1,971百万円

　６　 当社では、運転資金の効率的な調達を

行うため、主要取引金融機関と特定融

資枠契約を締結しております。

 当中間連結会計期間末における特定融

資枠契約の総額及び借入未実行残高等

は次のとおりであります。

　６　 当社では、運転資金の効率的な調達を

行うため、主要取引金融機関と特定融

資枠契約を締結しております。

 当中間連結会計期間末における特定融

資枠契約の総額及び借入未実行残高等

は次のとおりであります。

　６　 当社では、運転資金の効率的な調達を

行うため、主要取引金融機関と特定融

資枠契約を締結しております。

 当連結会計年度末における特定融資枠

契約の総額及び借入未実行残高等は次

のとおりであります。

特定融資枠契約の

総額
10,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 10,000百万円

特定融資枠契約の

総額
  10,000百万円

借入実行残高 　－百万円

差引額   10,000百万円

特定融資枠契約の

総額
    10,000百万円

借入実行残高 　－百万円

差引額     10,000百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※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。

※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。

※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。

発送配達費     2,200百万円

給料手当及び賞与 3,256 〃

賞与引当金繰入額 989 〃

退職給付費用 191 〃

役員退職引当金繰

入額
12 〃

研究開発費 2,487 〃

連結調整勘定償却

額
6 〃

発送配達費      1,812百万円

給料手当及び賞与     3,232 〃

賞与引当金繰入額  1,044 〃

退職給付費用 229 〃

役員退職慰労引当

金繰入額
45 〃

研究開発費  2,581 〃

のれん償却額 0 〃

発送配達費 4,119百万円

給料手当及び賞与 8,401 〃

退職給付費用 494 〃

役員退職引当金繰

入額
40 〃

研究開発費 5,002 〃

のれん償却額 12 〃

※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 21百万円

土地 414　〃

計 435百万円

土地 60百万円

計 60百万円

建物及び運搬具  22百万円

土地  547　〃

計 569百万円

※３　固定資産の除却損の内訳は次のとおり

であります。

※３　固定資産の除却損の内訳は次のとおり

であります。

※３　固定資産の除却損の内訳は次のとおり

であります。

機械装置及び運搬

具
 21百万円

建物及び構築物 5 〃

その他（工具器具

備品他）
12 〃

　計 39百万円

建物及び構築物 21百万円

機械装置及び運搬

具
16 〃

その他（工具器具

備品他）
10 〃

　計 48百万円

機械装置及び運搬

具
51百万円

建物及び構築物 46 〃

その他（工具器具

備品他）
37 〃

　計 135百万円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１.　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度末
株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式　　　　（注）１ 208,482 － 2,400 206,082

合計 208,482 － 2,400 206,082

自己株式

普通株式　　　　（注）２，３ 762 6,058 2,502 4,317

合計 762 6,058 2,502 4,317

（注）　１　普通株式の発行済株式総数の減少は株式の消却による減少2,400千株であります。

 ２　普通株式の自己株式の株式数の増加6,058千株は、単元未満株式の買取りによる増加58千株及び市場か

らの買付けによる増加6,000千株であります。

 ３　普通株式の自己株式の株式数の減少2,502千株は、単元未満株式の売渡しによる減少4千株、

ストックオプションの行使による減少98千株および消却による減少2,400千株であります。

　２.　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末

残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間
増加

当中間連結
会計期間
減少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
普通株式 574 － 108 466 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 574 － 108 466 －

 （注）　当中間連結会計期間の減少はストックオプションの行使による減少98千株、及び失効による減少10千株であ

ります。

 ３.　配当金に関する事項

 (1) 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

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 1,246 6 平成18年３月31日 平成18年６月29日

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後になるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月９日

取締役会
普通株式 807 利益剰余金 4 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１.　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度末
株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式　　　　（注）１ 203,682 － 2,000 201,682

合計 203,682 － 2,000 201,682

自己株式

普通株式　　　　（注）２，３ 1,900 3,060 2,052 2,909

合計 1,900 3,060 2,052 2,909

（注）　１　普通株式の発行済株式総数の減少は株式の消却による減少2,000千株であります。

 ２　普通株式の自己株式の株式数の増加3,060千株は、単元未満株式の買取りによる増加60千株及び市場か

らの買付けによる増加3,000千株であります。

 ３　普通株式の自己株式の株式数の減少2,052千株は、単元未満株式の売渡しによる減少5千株、

ストックオプションの行使による減少47千株および消却による減少2,000千株であります。

　２.　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末

残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間
増加

当中間連結
会計期間
減少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
普通株式 386 － 47 339 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 386 － 47 339 －

 （注）　当中間連結会計期間の減少はストックオプションの行使による減少47千株であります。

 ３.　配当金に関する事項

 (1) 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

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 1,412 7 平成19年３月31日

平成19

年６月29日

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後になるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年11月８日

取締役会
普通株式 993 利益剰余金 5 平成19年９月30日 平成19年12月７日
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１.　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式　　　　（注）１ 208,482 － 4,800 203,682

合計 208,482 － 4,800 203,682

自己株式

普通株式　　　　（注）２，３ 762 6,137 4,999 1,900

合計 762 6,137 4,999 1,900

（注）　１　普通株式の発行済株式総数の減少は株式の消却による減少4,800千株であります。

 ２　普通株式の自己株式の株式数の増加6,137千株は、単元未満株式の買取りによる増加137千株及び市場

からの買付けによる増加6,000千株であります。

 ３　普通株式の自己株式の株式数の減少4,999千株は、単元未満株式の売渡しによる減少21千株、

ストックオプションの行使による減少178千株および消却による減少4,800千株であります。

　２.　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
普通株式 574 － 188 386 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 574 － 188 386 －

 （注）　新株予約権の当連結会計年度の減少は新株予約権の行使によるもの178千株、行使期間終了による消却10千

株であります。

 ３.　配当金に関する事項

 (1) 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

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 1,246 6 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月９日

取締役会
普通株式 807 4 平成18年９月30日 平成18年12月8日

 (2) 基準日が前期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 1,412 利益剰余金 7 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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。

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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。

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

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。

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 7,887 百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△353 〃

現金及び現金同等物 7,534 百万円

現金及び預金勘定 8,812 百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△278 〃

現金及び現金同等物    8,534 百万円

現金及び預金勘定 8,012 百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△292 〃

現金及び現金同等物 7,719 百万円

（リース取引関係）

 リース取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示

を省略しております。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

有価証券

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債・地方債等 3 3 －

２　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 12,028 41,185 29,156

(2)債券

その他 50 59 8

小計 50 59 8

(3)その他 51 47 △4

合計 12,130 41,291 29,161

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 671

優先株式 1,000

優先出資証券 1,000

出資証券 10

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

有価証券

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債・地方債等 5 5 0

２　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 14,531 40,116 25,585

(2)債券

その他 － － －

小計 － － －

(3)その他 50 58 7

合計 14,581 40,174 25,592
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３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 651

出資証券 9

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

有価証券

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債・地方債等 4 4 0

２　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 13,023 42,605 29,582

(2)債券

①　社債 － － －

②　その他 － － －

小計 13,023 42,605 29,582

(3)その他 60 70 10

合計 13,084 42,676 29,592

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 650

優先出資証券 1,000

出資証券 9

　（注）　有価証券について34百万円（その他有価証券で時価のある株式34百万円）減損を行っております。

　（デリバティブ取引関係） 

 デリバティブ取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた

め開示を省略しております。  
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

 
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 
油脂製品
事業

（百万円）

化成製品
事業

（百万円）

火薬・加
工品事業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高        

(1)外部顧客に対する売上高 27,813 29,212 13,413 697 71,137 － 71,137

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
37 907 50 3,456 4,452 (4,452) －

計 27,851 30,120 13,464 4,154 75,590 (4,452) 71,137

営業費用 26,906 25,917 12,514 4,005 69,345 (4,453) 64,891

営業利益 944 4,202 949 148 6,245 1 6,246

 
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

 
油脂製品
事業

（百万円）

化成製品
事業

（百万円）

火薬・加
工品事業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高        

(1)外部顧客に対する売上高 30,525 31,227 13,813 528 76,094 － 76,094

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
67 1,336 67 3,781 5,253 (5,253) －

計 30,592 32,564 13,880 4,309 81,348 (5,253) 76,094

営業費用 30,033 28,588 13,015 4,276 75,913 (5,283) 70,630

営業利益 559 3,976 865 33 5,434 29 5,464

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 
油脂製品
事業

（百万円）

化成製品
事業

（百万円）

火薬・加
工品事業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高        

(1)外部顧客に対する売上高 57,006 59,974 31,753 1,474 150,208 － 150,208

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
109 1,732 106 6,980 8,928 (8,928) －

計 57,115 61,706 31,860 8,454 159,136 (8,928) 150,208

営業費用 55,588 53,772 29,925 8,286 147,572 (8,959) 138,613

営業利益 1,527 7,934 1,934 168 11,564 31 11,595
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　（注）１　事業区分の方法

事業区分は、製品の種類・性質及び販売市場等の類似性に応じて、油脂製品事業、化成製品事業、火薬・加

工品事業、その他の事業にセグメンテーションしております。

２　各事業区分の主要製品等

(1）油脂製品事業…………脂肪酸、脂肪酸誘導体、界面活性剤、食用加工油脂、健康関連食品

(2）化成製品事業…………有機過酸化物、ポリブテン、エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導体、

機能性ポリマー、特殊防錆剤

(3）火薬・加工品事業……産業用爆薬類、防衛関連製品、ロケット関連製品、火工品、金属加工品、自動車用

安全部品

(4）その他の事業…………運送、不動産販売及び管理業務

３　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。　

４　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間にお

いて、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、減価償却の方法を変更しております。この変更

に伴い、従来の償却方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、油脂製品事業が79百

万円、化成製品事業は66百万円、火薬・加工品事業は85百万円、その他の事業は1百万円増加し、営業利益は

同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

 
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 
日本

（百万円）
その他

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 64,833 6,304 71,137 － 71,137

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,247 203 1,451 (1,451) －

計 66,081 6,508 72,589 (1,451) 71,137

営業費用 60,595 5,766 66,361 (1,469) 64,891

営業利益 5,486 742 6,228 18 6,246

 
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

 
日本

（百万円）
その他

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 67,548 8,545 76,094 － 76,094

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,797 13 1,811 (1,811) －

計 69,346 8,559 77,906 (1,811) 76,094

営業費用 64,620 7,859 72,479 (1,849) 70,630

営業利益 4,726 699 5,426 37 5,464
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 
日本

（百万円）
その他

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 136,867 13,341 150,208 － 150,208

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,495 265 2,761 (2,761) －

計 139,363 13,606 152,970 (2,761) 150,208

営業費用 128,804 12,616 141,420 (2,806) 138,613

営業利益 10,559 990 11,549 45 11,595

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

その他…………………北米（米国）、欧州（ベルギー、フランス）、アジア（インドネシア、中国）

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。

４　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間にお

いて、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、減価償却の方法を変更しております。この変更

に伴い、従来の償却方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、日本が234百万円増加

し、営業利益は同額減少しております。

ｃ．海外売上高

　海外売上高及び連結売上高に占める海外売上高の割合は次のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 11,584 11,584

Ⅱ　連結売上高（百万円）  71,137

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
16.3 16.3

 
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 15,555 15,555

Ⅱ　連結売上高（百万円）  76,094

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
20.4 20.4
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 24,817 24,817

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 150,208

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
16.5 16.5

　（注）１　国又は地域の区分の方法

国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

その他…………………北米（米国、カナダ）、アジア（韓国、台湾等）、欧州（ベルギー、フランス等）

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 475.62円

１株当たり中間純利益 23.19円

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
23.16円

１株当たり純資産額  487.20円

１株当たり中間純利益     17.40円

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
    17.39円

１株当たり純資産額     486.24円

１株当たり当期純利益     35.55円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
     35.51円

（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式金額調整後１株当たり（中間）純利益額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額

 中間（当期）純利益（百万円）   4,744        3,496         7,227

普通株主に帰属しない金額（百万円） －  －  －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
     4,744           3,496 7,227

普通株式の期中平均株式数（千株）        204,621 200,938    203,307

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益額

中間（当期）純利益調整額（百万円） －  －  －

普通株式増加数（千株）

(内新株予約権）

      231

(231)

 96

 (96)

      194

(194)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

該当する株式はありま

せん。

該当する株式はありま

せん。

該当する株式はありま

せん。

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  2,623   2,913   2,470   

２　受取手形  36   63   70   

３　売掛金  24,513   22,195   25,130   

４　たな卸資産  14,950   17,123   16,160   

５　繰延税金資産  1,440   1,319   1,453   

６　短期貸付金  8,128   9,730   7,793   

７　未収入金  1,081   874   1,718   

８　その他  584   852   510   

貸倒引当金  △16   △12   △15   

流動資産合計   53,341 32.9  55,060 34.0  55,292 33.4

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産
※１
※２

         

(1）建物  12,195   12,345   12,594   

(2）機械及び装置  10,220   10,714   11,539   

(3）土地  10,487   10,480   10,484   

(4）建設仮勘定  3,540   4,789   2,726   

(5）その他  4,399   4,330   4,541   

計  40,842   42,661   41,885   

２　無形固定資産  2,324   2,465   2,662   

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  55,632   52,233   55,960   

(2）長期貸付金  1,999   1,400   1,938   

(3）前払年金費用  5,672   6,353   5,946   

(4）その他  2,188   1,992   2,090   

貸倒引当金  △98   △0   △0   

計  65,394   61,980   65,936   

固定資産合計   108,561 67.1  107,107 66.0  110,484 66.6

資産合計   161,903 100.0  162,168 100.0  165,776 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形  119   ―   ―   

２　買掛金  18,948   20,083   19,688   

３　短期借入金 ※２ 17,813   13,813   14,613   

４　未払金  ―   3,578   3,680   

５　未払費用  2,226   1,157   2,434   

６　未払法人税等  1,696   1,070   1,560   

７　未払消費税等 ※５ 189   111   64   

８　預り金  6,198   6,941   6,997   

９　賞与引当金  1,740   1,684   1,668   

10　その他  3,264   6   6   

流動負債合計   52,198 32.2  48,446 29.9  50,713 30.6

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２ 9,401   14,987   12,444   

２　繰延税金負債  15,536   14,212   15,836   

３　役員退職引当金  511   ―   218   

４　執行役員退職慰労
　　引当金

 ―   132   ―   

５　その他  71   397   316   

固定負債合計   25,521 15.8  29,730 18.3  28,816 17.4

負債合計   77,719 48.0  78,177 48.2  79,530 48.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   17,742 11.0  17,742 10.9  17,742 10.7

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  15,113   15,113   15,113   

資本剰余金合計   15,113 9.4  15,113 9.3  15,113 9.1

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  3,156   3,156   3,156   

(2）その他利益剰余金           

 特別償却準備金  64   36   50   

 固定資産圧縮積立
金

 4,443   4,293   4,410   

 別途積立金  23,800   25,800   23,800   

 繰越利益剰余金  5,637   4,741   6,020   

 利益剰余金合計   37,103 22.9  38,028 23.5  37,438 22.6

４　自己株式   △2,671 △1.7  △1,601 △1.0  △1,176 △0.7

株主資本合計   67,287 41.6  69,282 42.7  69,117 41.7

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価
差額金

  16,896 10.4  14,707 9.1  17,128 10.3

評価・換算差額等合計   16,896 10.4  14,707 9.1  17,128 10.3

純資産合計   84,184 52.0  83,990 51.8  86,246 52.0

負債純資産合計   161,903 100.0  162,168 100.0  165,776 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   49,425 100.0  52,312 100.0  100,358 100.0

Ⅱ　売上原価   36,938 74.7  40,749 77.9  76,288 76.0

売上総利益   12,486 25.3  11,562 22.1  24,070 24.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  8,303 16.8  8,060 15.4  16,513 16.5

営業利益   4,183 8.5  3,501 6.7  7,557 7.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,710 3.4  1,258 2.4  2,909 2.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  507 1.0  336 0.6  1,020 1.0

経常利益   5,385 10.9  4,424 8.5  9,446 9.4

Ⅵ　特別利益 ※３  857 1.8  68 0.1  1,159 1.2

Ⅶ　特別損失 ※４  33 0.1  82 0.1  454 0.5

税引前中間
（当期）純利
益

  6,208 12.6  4,410 8.5  10,151 10.1

法人税、住民
税及び事業税

 1,695   1,102   2,864   

法人税等調整
額

 262 1,957 4.0 193 1,295 2.5 387 3,251 3.2

中間（当期）
純利益

  4,251 8.6  3,115 6.0  6,899 6.9
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(3）中間株主資本等変動計算書

 前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

株　　主　　資　　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計 

特別償却
準備金

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高　　　　
　　（百万円）

17,742 15,113 582 15,695 3,156 61 4,923 18,800 8,110 35,052 △369 68,120

中間会計期間中の変動額             

利益処分による剰余金の配当         △1,246 △1,246  △1,246

利益処分による役員賞与         △35 △35  △35

特別償却準備金の積立      36   △36   ―

特別償却準備金の取崩      △33   33   ―

固定資産圧縮積立金の取崩       △479  479   ―

別途積立金の積立        5,000 △5,000   ―

中間純利益         4,251 4,251  4,251

自己株式の取得           △3,842 △3,842

自己株式の売却         △17 △17 56 39

自己株式の消却   △582 △582     △902 △902 1,484 ―

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

           ―

中間会計期間中の変動額合計　
（百万円）

― ― △582 △582 ― 3 △479 5,000 △2,472 2,050 △2,301 △833

平成18年９月30日残高　　
（百万円）

17,742 15,113 ― 15,113 3,156 64 4,443 23,800 5,637 37,103 △2,671 67,287

評価・換算差額等

純資産

合計
その他
有価証券
評価
差額金

 評価・
換算差額
等合計

 

平成18年３月31日残高　　
（百万円）

19,117 19,117 87,238

中間会計期間中の変動額    

利益処分による剰余金の配当   △1,246

利益処分による役員賞与   △35

特別償却準備金の積立   ―

特別償却準備金の取崩    ―

固定資産圧縮積立金の取崩   ―

別途積立金の積立   ―

中間純利益   4,251

自己株式の取得   △3,842

自己株式の売却   39

自己株式の消却   ―

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△2,220 △2,220 △2,220

中間会計期間中の変動額合計
　（百万円）

△2,220 △2,220 △3,054

平成18年９月30日残高　　
（百万円）

16,896 16,896 84,184
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 当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

株　　主　　資　　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計 

特別償却
準備金

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高　　 　
　（百万円）

17,742 15,113 ― 15,113 3,156 50 4,410 23,800 6,020 37,438 △1,176 69,117

中間会計期間中の変動額             

剰余金の配当         △1,412 △1,412  △1,412

特別償却準備金の取崩　      △13   13 ―  ―

固定資産圧縮積立金の取崩       △116  116 ―  ―

別途積立金の積立        2,000 △2,000 ―  ―

中間純利益         3,115 3,115  3,115

自己株式の取得           △1,558 △1,558

自己株式の売却         △11 △11 32 21

自己株式の消却         △1,101 △1,101 1,101 ―

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

           ―

中間会計期間中の変動額計
　　　　　　（百万円）

― ― ― ― ― △13 △116 2,000 △1,279 590 △424 165

平成19年９月30日残高
（百万円）

17,742 15,113 ― 15,113 3,156 36 4,293 25,800 4,741 38,028 △1,601 69,282

評価・換算差額等

純資産

合計
その他
有価証券
評価
差額金

評価・
換算差額
等合計

 

平成19年３月31日残高　　
（百万円）

17,128 17,128 86,246

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当     △1,412

特別償却準備金の取崩      ―

固定資産圧縮積立金の取崩   ―

別途積立金の積立   ―

中間純利益   3,115

自己株式の取得   △1,558

自己株式の売却   21

自己株式の消却   ―

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

△2,421 △2,421 △2,421

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△2,421 △2,421 △2,255

平成19年９月30日残高　　
（百万円）

14,707 14,707 83,990

日油（株）（4403）　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 40 －



 前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株　　主　　資　　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
特別償却
準備金

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高　　　
　（百万円）

17,742 15,113 582 15,695 3,156 61 4,923 18,800 8,110 35,052 △369 68,120

事業年度中の変動額             

利益処分による剰余金の配当         △1,246 △1,246  △1,246

剰余金の配当         △807 △807  △807

利益処分による役員賞与         △35 △35  △35

特別償却準備金の積立      36   △36   ―

特別償却準備金の取崩      △47   47   ―

固定資産圧縮積立金の積立       104  △104   ―

固定資産圧縮積立金の取崩       △617  617   ―

別途積立金の積立        5,000 △5,000   ―

当期純利益         6,899 6,899  6,899

自己株式の取得           △3,888 △3,888

自己株式の売却         △36 △36 109 73

自己株式の消却   △582 △582     △2,388 △2,388 2,971 ―

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

           ―

事業年度中の変動額合計
（百万円）

― ― △582 △582 ― △10 △512 5,000 △2,089 2,386 △807 996

平成19年３月31日残高　　
（百万円）

17,742 15,113 ― 15,113 3,156 50 4,410 23,800 6,020 37,438 △1,176 69,117

評価・換算差額等

純資産

合計
その他
有価証券
評価
差額金

評価・
換算差額
等合計

 

平成18年３月31日残高　　
（百万円）

19,117 19,117 87,238

事業年度中の変動額    

利益処分による剰余金の配当   △1,246

剰余金の配当   △807

利益処分による役員賞与   △35

特別償却準備金の積立   ―

特別償却準備金の取崩   ―

固定資産圧縮積立金の積立   ―

固定資産圧縮積立金の取崩   ―

別途積立金の積立   ―

当期純利益   6,899

自己株式の取得   △3,888

自己株式の売却   73

自己株式の消却   ―

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△1,989 △1,989 △1,989

事業年度中の変動額計 
　　　　　（百万円）

△1,989 △1,989 △992

平成19年３月31日残高　　
（百万円）

17,128 17,128 86,246
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　固定資産の減価償却の方法 １　固定資産の減価償却の方法 １　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）は

定額法、建物以外は定率法

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）は

定額法、建物以外は定率法

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）は

定額法、建物以外は定率法

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 ７～50年

機械及び装置 ６～12年

建物 ７～50年

機械及び装置 ６～12年

建物 ７～50年

機械及び装置 ６～12年

 　　なお、平成19年４月１日以降取

得資産については改正後の法人

税法に基づく減価償却方法を採

用しております。また、平成19

年３月31日以前取得資産につい

ては、改正前の法人税法に基づ

いて減価償却を行い、償却可能

限度額に達した事業年度の翌事

業年度以降５年間で備忘価額を

残して均等償却しております。

 

(2）無形固定資産

定額法によっております。ただ

し、自社利用のソフトウェアに

ついては社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

２　引当金の計上基準 ２　引当金の計上基準 ２　引当金の計上基準

(1）役員退職引当金

役員等の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく当中間

会計期間末要支給額を計上して

おります。

なお、当社の役員（取締役及び

監査役）の退職慰労金制度の廃

止（平成16年６月29日）以前の

在任期間に対応する退職慰労金

については、当中間会計期間期

末の役員退職引当金に含めて計

上しております。

──────

 

(1）役員退職引当金

役員等の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく当期末

要支給額を計上しております。

なお、当社の役員（取締役及び

監査役）の退職慰労金制度の廃

止（平成16年６月29日）以前の

在任期間に対応する退職慰労金

については、当期末の役員退職

引当金に含めて計上しておりま

す。

──────

 

(1）執行役員退職慰労引当金

　　 　当社の執行役員等の退職慰労金

の支出に備えるため、内規に基

づく当中間会計期間末要支給額

を計上しております。 

──────
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── （固定資産の減価償却の方法の変更）

 平成19年度法人税法改正に伴い、

平成19年４月１日以降取得固定資

産については改正後の法人税法に

基づく減価償却方法を採用してお

ります。この変更に伴い、当中間

会計期間の営業利益、経常利益、

税引前中間純利益がいずれも 16

百万円減少しております。

──────

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── （中間貸借対照表）

①　前年度まで固定負債の「役員

退職引当金」として表示していた

金額のうち、当社の役員退職慰労

金制度廃止決議で承認された当該

役員退職時までの支払保留額は、

「租税特別措置法上の準備金及び

特別法上の引当金又は準備金並び

に役員退職慰労引当金等に関する

監査上の取扱い」（監査・保証実

務委員会報告第４２号）の公表を

契機に、固定負債の「その他」に

含めて表示しております。なお、

前中間会計期間において役員退職

引当金に計上されていた支払保留

額は306百万円です。また、前年

度まで固定負債の「役員退職引当

金」として表示していた金額のう

ち、当社の執行役員・理事等の退

職慰労引当金について、より適正

な表示とするため、当期より「執

行役員退職慰労引当金」として表

示しております。なお、前中間会

計期間において役員退職引当金に

計上されていた執行役員理事等の

引当金は204百万円です。

──────
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ②　前年度まで「未払費用」に含

めて表示していた「債務の確定し

ている費用の未払額」については、

グループ会社への基幹系業務統合

システムの導入を機に、当中間会

計期間より「未払金」として表示

しております。なお、前中間会計

期間において「未払費用」に含ま

れる「債務の確定している費用の

未払額」は1,049百万円です。

 

追加情報

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── （既存固定資産の残存簿価の処理につ

いて）

 平成19年度法人税法改正に伴い、

平成19年３月31日以前取得資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づいて減価償却を行い、償却可能

限度額に達した事業年度の翌事業

年度以降５年間で備忘価額を残し

て均等償却しております。この変

更に伴い、当中間会計期間の営業

利益、経常利益、税引前中間純利

益がいずれも 170百万円減少して

おります。

──────
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（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

75,978百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

    79,186百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

          77,443百万円

※２　担保資産

イ　担保差入資産

※２　担保資産

イ　担保差入資産

※２　担保資産

イ　担保差入資産

有形固定資産 15,029百万円 有形固定資産   15,520百万円 有形固定資産   16,004百万円

上記のうち、工場財団設定分 上記のうち、工場財団設定分 上記のうち、工場財団設定分

有形固定資産 14,864百万円 有形固定資産   15,360百万円 有形固定資産  15,841百万円

ロ　債務の内容 ロ　債務の内容 ロ　債務の内容

長期借入金＊ 2,515百万円 長期借入金＊  2,201百万円 長期借入金＊   2,358百万円

上記のうち、工場財団設定分 上記のうち、工場財団設定分 上記のうち、工場財団設定分

長期借入金* 2,500百万円 長期借入金*  2,187百万円 長期借入金* 2,343百万円

（＊は一年内返済予定額を含む） （＊は一年内返済予定額を含む） （＊は一年内返済予定額を含む）

　３　偶発債務

（1）関係会社等の金融機関からの借入れに

対し、債務保証を行っております。

　３　偶発債務

（1）関係会社等の金融機関からの借入れに

対し、債務保証を行っております。

　３　偶発債務

（1）関係会社等の金融機関からの借入れに

対し、債務保証を行っております。

PT.NOF MAS 

CHEMICAL 

INDUSTRIES

954百万円

(8,100千US$)

尼崎ユーティリ

ティサービス㈱
330百万円

従業員※ 5  〃

計 1,290百万円

PT.NOF MAS 

CHEMICAL 

INDUSTRIES

  842百万円

(7,300千US$)

尼崎ユーティリ

ティサービス㈱
   420百万円

常熟日油化工有

限公司

236百万円

(15,400千RMB)

NOF Europe

(Belgium) NV

11百万円

(100千US$)

従業員※  4百万円

計 1,515百万円

PT.NOF MAS 

CHEMICAL 

INDUSTRIES

   826百万円

(7,000千US$)

尼崎ユーティリ

ティサービス㈱
 323百万円

NOF Europe

(Belgium) NV

　17　〃

(151千US$)

従業員※  4百万円

計 1,172百万円

※住宅融資制度による金融機関か

らの借入金に対する保証債務で

あります。

※住宅融資制度による金融機関か

らの借入金に対する保証債務で

あります。

※住宅融資制度による金融機関か

らの借入金に対する保証債務で

あります。

（2）関係会社の債権流動化に対し、債務保

証を行っております。

（2）関係会社の債権流動化に対し、債務保

証を行っております。

（2）関係会社の債権流動化に対し、債務保

証を行っております。

油化産業㈱ 394百万円

日油商事㈱ 45　〃

ニチユソリュー

ション㈱
40  〃

計 481百万円

油化産業㈱    191百万円

日油商事㈱ 　37　〃

ニチユソリュー

ション㈱
　22  〃

計    250百万円

油化産業㈱    287百万円

日油商事㈱ 41　〃

ニチユソリュー

ション㈱
　32  〃

計   361百万円

　４　債権流動化に伴う買戻義務 　４　債権流動化に伴う買戻義務 　４　債権流動化に伴う買戻義務

 1,469百万円     2,138百万円  1,610百万円

※５　消費税等の計上

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

し、流動負債に未払消費税等として計

上しております。

※５　消費税等の計上

同左

─────

　６　当社では、運転資金の効率的調達を行

うため、主要取引金融機関と特定融資枠

契約を締結しております。

　　　当中間会計期間期末における特定融資

枠契約の総額及び借入実行残高は次のと

おりであります。

　６　当社では、運転資金の効率的調達を行

うため、主要取引金融機関と特定融資枠

契約を締結しております。

　　　当中間会計期間期末における特定融資

枠契約の総額及び借入実行残高は次のと

おりであります。

　６　当社では、運転資金の効率的調達を行

うため、主要取引金融機関と特定融資枠

契約を締結しております。

　　　当期末における特定融資枠契約の総額

及び借入実行残高は次のとおりでありま

す。

特定融資枠契約の総額 10,000百万円

借入実行残高 ―　〃

差引額 10,000百万円

特定融資枠契約の総額 10,000百万円

借入実行残高 　―　〃

差引額 10,000百万円

特定融資枠契約の総額 10,000百万円

借入実行残高 　―　〃

差引額 10,000百万円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうちの主なもの ※１　営業外収益のうちの主なもの ※１　営業外収益のうちの主なもの

受取利息   99百万円

受取配当金 1,161百万円

不動産収入 125百万円

受取利息  130百万円

受取配当金   801百万円

不動産収入   120百万円

受取利息   176百万円

受取配当金 1,862百万円

不動産収入  245百万円

技術料収入   166百万円

※２　営業外費用のうちの主なもの ※２　営業外費用のうちの主なもの ※２　営業外費用のうちの主なもの

支払利息 170百万円

  

支払利息  192百万円

  

支払利息   344百万円

中国進出プロジェクト

費用

  229百万円

※３　特別利益のうちの主なもの ※３　特別利益のうちの主なもの ※３　特別利益のうちの主なもの

投資有価証券売却益 776百万円

固定資産売却益 80百万円

投資有価証券売却益   58百万円

固定資産売却益 7百万円

投資有価証券売却益  852百万円

固定資産売却益   213百万円

固定資産売却益は土地の売却益であり

ます。

固定資産売却益は土地の売却益であり

ます。

固定資産売却益は土地の売却益であり

ます。

※４　特別損失のうちの主なもの ※４　特別損失のうちの主なもの ※４　特別損失のうちの主なもの

固定資産除却損 22百万円 固定資産除却損 30百万円 固定資産除却損  82百万円

固定資産の除却損の内訳は次のとおり

であります。

固定資産の除却損の内訳は次のとおり

であります。

固定資産の除却損の内訳は次のとおり

であります。

機械及び装置  9百万円

工具器具備品 5　〃

建物他 6　〃

計   22百万円

   

建物   13百万円

機械及び装置  10　〃

工具器具備品他  6　〃

計   30百万円

70周年記念事業費 49百万円

建物  32百万円

機械及び装置 　26　〃

工具器具備品他 　23　〃

計 82百万円

不具合対策費用 323百万円

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 1,804百万円

無形固定資産 245　〃

計 2,049百万円

有形固定資産  2,129百万円

無形固定資産 　 238　〃

計  2,368百万円

有形固定資産  3,818百万円

無形固定資産 　 487　〃

計  4,306百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前事業年度末
株式数（千株）

当中間会計期間
増加株式数（千株）

当中間会計期間
減少株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

自己株式

普通株式（注）１，２ 761 6,058 2,502 4,316

合計 761 6,058 2,502 4,316

（注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加6,058千株は、単元未満株式の買取りによる増加58千株及び市場からの

買付けによる増加6,000千株であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の減少2,502千株は、単元未満株式の売渡しによる減少4千株、ストックオプ

ションの行使による減少98千株及び消却による減少2,400千株であります。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前事業年度末
株式数（千株）

当中間会計期間
増加株式数（千株）

当中間会計期間
減少株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

自己株式

普通株式（注）１，２ 1,899 3,060 2,052 2,908

合計 1,899 3,060 2,052 2,908

（注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加3,060千株は、単元未満株式の買取りによる増加60千株及び市場からの

買付けによる増加3,000千株であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の減少2,052千株は、単元未満株式の売渡しによる減少5千株、ストックオプ

ションの行使による減少47千株及び消却による減少2,000千株であります。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前事業年度末
株式数（千株）

当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末
株式数（千株）

自己株式

普通株式（注）１，２ 761 6,127 4,989 1,899

合計 761 6,127 4,989 1,899

（注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加6,127千株は、単元未満株式の買取りによる増加127千株及び市場からの

買付けによる増加6,000千株であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の減少4,989千株は、単元未満株式の売渡しによる減少11千株、ストックオプ

ションの行使による減少178千株及び消却による減少4,800千株であります。
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

種類
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 400 4,004 3,604

当中間会計期間末（平成19年９月30日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

種類
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 400 3,739 3,339

前事業年度末（平成19年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

種類
貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 400 3,799 3,399
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額   417.24円

１株当たり中間純利益  20.78円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
     20.75円

１株当たり純資産額    422.54円

１株当たり中間純利益   15.50円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
 15.50円

１株当たり純資産額   427.42円

１株当たり当期純利益    33.94円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
   33.90円

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

前事業年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

純資産の部合計額（百万円） 84,184 83,990         86,246

純資産の部より控除する金額（百万円） ― ― ―

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（百万円）
    84,184        83,990           86,246

普通株式の発行済株式数（千株）        206,082           201,682 203,682

普通株式の自己株式数（千株）       4,316 2,908       1,899

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）普通株式の数（千

株）

     201,766       198,774           201,782

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日）

前事業年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（百万円）     4,251 3,115           6,899

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
     4,251        3,115           6,899

普通株式の期中平均株式数（千株）        204,622           200,938 203,308

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益額

普通株式増加数（千株）

（内新株予約権）

      231

(231)

96

(96)

      194

(194)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

該当する株式はありま

せん。

該当する株式はありま

せん。

該当する株式はありま

せん。
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