
平成21年3月期 第1四半期決算短信 
平成20年8月6日

（百万円未満切捨て）

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20年8月12日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 37,933 ― 1,729 ― 2,286 ― 2,070 ―
20年3月期第1四半期 35,668 4.6 2,443 △22.4 2,850 △18.1 1,530 △12.9

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

21年3月期第1四半期 10.45 10.45
20年3月期第1四半期 7.58 7.58

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

21年3月期第1四半期 183,525 97,879 51.3 480.90
20年3月期 178,772 95,519 51.3 461.55

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  94,146百万円 20年3月期  91,741百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 6.00 11.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

今回、第２四半期連結累計期間の業績予想を修正しております。  

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2四半期連結累計期間 78,200 ― 4,600 ― 4,900 ― 3,900 ― 19.92
通期 165,000 3.7 10,100 0.9 10,500 2.4 6,600 0.6 33.71

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) 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  有  
（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）本資料に記載されている業績予想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。上記の業績予想に関連する事項については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的
情報をご覧ください。 
（2）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  201,682,752株 20年3月期  201,682,752株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  5,913,390株 20年3月期  2,917,256株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  198,017,554株 20年3月期第1四半期  201,795,518株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期（平成20年４月１日から平成20年６月30日までの３ヶ月間）のわが国経済は、米国のサブプライム住

宅ローン問題を背景とする株式・為替市場の変動や原油価格の動向など国内外経済に不安定な影響を与える要因によ

り、民間設備投資、住宅建設、個人消費はおおむね横這いとなる一方、企業収益は減少傾向を示すなど景気回復の減

速感が鮮明になりつつあります。

　このような状況のもと、当社グループは事業基盤をさらに強化するため、２００８年度を初年度とする３ヵ年計画

「２０１０中期経営計画」を指針として、売上高の拡大と収益力の強化に取り組んでおります。

しかしながら、当期における当社グループを取り巻く事業環境は、石化原燃料や天然油脂原料の高騰の影響を受ける

なか、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、厳しい状況が依然として続いております。

　このような厳しい事業環境のもとで、売上高は、３７，９３３百万円と前年同期比６．４％の増収となったものの、

営業利益は、１，７２９百万円と前年同期比２９．２％の減益、経常利益は２,２８６百万円と前年同期比１９．８％

の減益となりました。当四半期純利益は、不動産の売却もあって２，０７０百万円と前年同期比３５．３％の増益と

なりました。

①油脂製品事業

　油脂製品事業の売上高は、１７，４３８百万円と前年同期比１６．０％の増収となりましたが、石化原燃料や天然

油脂原料価格の急激な上昇の影響により、営業利益は８８百万円と前年同期比５６．２％の減益となりました。

脂肪酸、脂肪酸誘導体、界面活性剤は、天然油脂原料の高騰によるコストアップを受け製品価格の是正に努めました。

脂肪酸誘導体は、重点的に市場開拓を進めております高機能潤滑油およびトナー用ワックスの出荷が引き続き堅調に

推移したことにより、また界面活性剤は化粧品基剤およびその配合品の出荷が好調であったことから、売上高は増加

しました。

　食用加工油脂は、拡販と製品価格の是正に努め、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。機能

食品関連製品については、医療栄養食の出荷が順調に伸びたことから売上高は増加しました。

②化成製品事業

  化成製品事業の売上高は、１４，８４４百万円と前年同期比２．９％の減収であり、石化原燃料価格の高騰の影響

により、営業利益は１，５５７百万円と前年同期比２６．５％の減益となりました。

　有機過酸化物は、石化原燃料の高騰を受け製品価格の是正に努めたことに加え、国内の出荷が堅調であったため売

上高は増加しました。

　プラズマディスプレイなどに用いられる機能性フィルムは、薄型大画面テレビの生産調整の影響により売上高は横

這いでした。

　エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導体は、石化原燃料の高騰に伴う製品価格の是正に努めたほか、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な展開を進めた結果、売上高は増加しました。

　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）関連製品は、アイケア市場におい

てソフトコンタクトレンズ用消毒剤とＭＰＣモノマーの出荷が伸びたことから、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。

　ＤＤＳ（ドラッグデリバリーシステム）医薬用製剤原料については、当社独自の合成・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は引き続き順調に推移しておりますが、出荷のずれもあり売上高は減少しました。

　特殊防錆処理剤・防錆加工については、海外の自動車部品業界における需要の伸び悩みにより、売上高は減少しま

した。

③火薬・加工品事業

  火薬・加工品事業の売上高は、５，３７０百万円と前年同期比６．２％の増収となりましたが、品種構成の影響に

より営業利益は２３百万円と前年同期比６４．７％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全般の需要減少により売上高は減少しました。ロケッ

ト関連製品は、大型ロケットの出荷が堅調に推移したことから売上高は増加しました。防衛関連製品は、今期に出荷

が集中したことから売上高は増加しました。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が増加しました。

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、２８０百万円と前年同期

比３．０％の減収、営業利益は５２百万円と前年同期比１２．８％の増益となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　   当第１四半期末の総資産は、前期末に比べ４，７５２百万円増加し、１８３，５２５百万円となりました。

　資産の増減の主な内容は、現金及び預金の減少２，７２９百万円、たな卸資産の増加３，５２０百万円、投資有

価証券の四半期末時価評価等による増加６，０９７百万円等であります。

　負債は、前期末に比べ２，３９３百万円増加しましたが、その主な内容は、有利子負債の増加１，３２９百万円、

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）の増加１，３６０百万円などであります。

　純資産は、前期末に比べ、２，３５９百万円増加しました。その主な内容は、当第１四半期純利益２，０７０百

万円、その他有価証券評価差額金の増加３，５７５百万円であり、配当による減少１，１９２百万円、自己株式取

得による減少１，４３６百万円等であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年５月９日の決算発表時に公表いたしました業績予想のうち、第２四半期累計期間の業績予想を修正して

おります。具体的な内容については、本日（平成20年８月６日）公表しております「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照下さい。なお、通期の業績予想については、純利益を含め現段階での修正はありません。

　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場合があります。

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）

　該当事項はありません。

（２）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

①簡便な会計処理　

１）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。

　棚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。

２）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、主に当第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。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）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

（会計基準等の改正に伴う変更）

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用

しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたこと

に伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。これに伴い営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ73百万

円減少しております。

③たな卸資産の処分に係る損失の計上区分

　従来、たな卸資産の処分に係るたな卸資産廃棄損等の損失については、営業外費用に計上しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より売上原価として処理する方法に変更しております。この変更は、当第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用され

たことに伴い、収益性の低下に基づく簿価切下げによって発生する評価減金額と、たな卸資産の処分に係る損

失を期間損益計算において同等の損益区分で処理する方法が適当であると判断したことによるものであります。
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この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、売上総利益、営業利益がそれぞれ34百万円減少してお

りますが、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

④「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

⑤「リース取引に関する会計基準」等の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、引き続き賃貸借

取引に係る会計処理を行っております。

これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

 

（４）追加情報

有形固定資産の耐用年数の変更

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の法定耐用年数の改正を契機に、自社における経済的使用可能年数を

勘案し、当第１四半期連結会計期間より、機械装置等に適用する耐用年数を改正後の法定耐用年数に変更して

おります。これに伴い営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ26百万円減少しており

ます。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,299 10,029

受取手形及び売掛金 28,961 28,999

商品及び製品 21,272 19,955

仕掛品 2,068 1,845

原材料及び貯蔵品 9,446 7,466

その他 4,152 3,837

貸倒引当金 △106 △107

流動資産合計 73,095 72,025

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 23,692 24,185

土地 19,324 19,386

その他（純額） 18,964 19,306

有形固定資産合計 61,980 62,878

無形固定資産   

その他 2,573 3,018

無形固定資産合計 2,573 3,018

投資その他の資産   

投資有価証券 37,262 31,164

その他 8,673 9,746

貸倒引当金 △61 △60

投資その他の資産合計 45,875 40,850

固定資産合計 110,430 106,747

資産合計 183,525 178,772

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,923 24,815

短期借入金 15,295 13,772

1年内返済予定の長期借入金 946 976

未払法人税等 1,321 1,471

賞与引当金 1,497 2,581

その他 9,618 9,706

流動負債合計 54,602 53,324

固定負債   

長期借入金 14,119 14,282

退職給付引当金 3,503 3,610

その他 13,421 12,035

固定負債合計 31,044 29,929

負債合計 85,646 83,253



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20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 53,243 52,189

自己株式 △3,037 △1,600

株主資本合計 83,061 83,444

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,832 8,257

為替換算調整勘定 △747 39

評価・換算差額等合計 11,085 8,296

少数株主持分 3,732 3,778

純資産合計 97,879 95,519

負債純資産合計 183,525 178,772



（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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 37,933

売上原価 29,106

売上総利益 8,827

販売費及び一般管理費 7,097

営業利益 1,729

営業外収益  

受取利息 27

受取配当金 373

その他 368

営業外収益合計 770

営業外費用  

支払利息 93

その他 119

営業外費用合計 212

経常利益 2,286

特別利益  

固定資産売却益 1,208

その他 0

特別利益合計 1,209

特別損失  

投資有価証券売却損 45

その他 6

特別損失合計 52

税金等調整前四半期純利益 3,443

法人税等 1,306

少数株主利益 66

四半期純利益 2,070



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用しておりま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）セグメント情報

　a．事業の種類別セグメント情報

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６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 17,438 14,844 5,370 280 37,933 － 37,933

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
48 1,002 27 1,930 3,009 (3,009) －

計 17,487 15,846 5,397 2,211 40,943 (3,009) 37,933

営業利益 88 1,557 23 52 1,722 6 1,729

 

　b．所在地別セグメント情報

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６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 33,768 4,164 37,933 － 37,933

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,136 111 1,248 (1,248) －

計 34,905 4,276 39,182 (1,248) 37,933

営業利益 1,457 262 1,720 8 1,729

 

　c．海外売上高

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 7,124 7,124

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 37,933

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
 18.8
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（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、当第１四半期連結会計期間において自己株式の取得1,449百万円を行いました、この結果、当第１四半

期連結会計期間末における自己株式は3,037百万円、株主資本合計は83,061百万円となっております。　　

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）　

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 35,668

Ⅱ　売上原価 26,188

売上総利益 9,479

Ⅲ　販売費及び一般管理費 7,035

営業利益 2,443

Ⅳ　営業外収益 810

Ⅴ　営業外費用 404

経常利益 2,850

Ⅵ　特別利益 108

Ⅶ　特別損失 15

税金等調整前四半期純利益 2,943

税金費用 1,353

少数株主利益 59

四半期純利益 1,530

（２）セグメント情報

　　事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６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 15,034 15,289 5,055 289 35,668 － 35,668

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
33 771 30 1,888 2,723 (2,723) －

計 15,068 16,060 5,086 2,177 38,392 (2,723) 35,668

営業費用 14,865 13,941 5,018 2,130 35,955 (2,731) 33,224

営業利益 202 2,119 67 46 2,436 7 2,443
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