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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 186,954 ― 4,301 ― 4,709 ― 2,019 ―
20年3月期第2四半期 135,346 17.6 2,572 △28.4 2,937 △37.3 941 △66.0

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2四半期 11.72 ―
20年3月期第2四半期 5.45 ―

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2四半期 228,785 110,588 46.2 612.67
20年3月期 205,824 109,406 50.7 605.92

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  105,584百万円 20年3月期  104,437百万円

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 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 359,000 20.4 8,200 99.3 8,500 86.4 3,800 102.6 22.05

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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(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 
 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。 
 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およ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仮定およ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、４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。  

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2四半期  173,339,287株 20年3月期  173,339,287株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,002,734株 20年3月期  976,077株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  172,353,825株 20年3月期第2四半期  172,698,706株
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(1)業績 

当第２四半期連結累計期間において、米国・欧州の金融危機の深刻化を背景に世界経済が減速するな

か、国内においても、その影響を受け、輸出、生産の減少、企業収益の悪化、雇用情勢、個人消費の低

迷などから景気は弱含みで推移いたしました。今後も、金融不安の高まりや株式市場の低迷、円高の進

行などからさらに厳しい状況が予想されます。 

製油業界におきましては、第１四半期は世界的な食糧需要の増加などを背景に穀物相場全体の高騰が

続き、第２四半期では一時的な調整局面はあったものの依然として高値水準で推移いたしました。その

結果、大豆・菜種・パーム油などの原材料コストは過去にない高水準となりました。さらに、原油価格

も高値推移が続いたことから、資材費、製品・原材料の輸送費、工場の燃料費など広範にわたるその他

のコスト負担も増大し、当社グループを取り巻く経営環境はより一層厳しい状況となりました。 

このような状況下、当社グループでは、昨年度からスタートした「ＧＲＯＷＴＨ １０～『“植物の

チカラ”を新たな価値へ』成長１０年構想～」の下、中期経営計画「ＧＲＯＷＴＨ １０ フェーズⅠ」

の２年目として、技術に立脚した新商品開発や高付加価値商品の拡販に加え、コストに見合った適正な

販売価格の形成やコスト競争力の強化など、安定的な収益力の構築に取り組んでまいりました。 

これらの結果、当社の個別業績につきましては、第１四半期は順調に推移しましたが、第２四半期

は、更なるコスト上昇を強いられ厳しいものとなりました。一方、子会社につきましては、海外子会社

の事業収益が改善した他、国内子会社におきましても総じて順調に推移いたしました。 

売上高は前年同期に比べ増加し1,869億54百万円となりました。利益面では、営業利益が43億1百万

円、経常利益が47億9百万円といずれも前年同期に比べ増加いたしました。四半期純利益につきまして

も、20億19百万円と前年同期に比べ増加いたしました。 

  

(2)セグメント別の概況 

〔製油関連事業〕 

国内におきましては、「日清キャノーラ油」、パーム油をベースにした「日清ベジフルーツオイル」

等の高付加価値商品の拡販を推進するとともに、家庭用、業務用、加工用とも油脂製品について、コス

ト増加に見合った販売価格の改定に継続して取り組みました。これらの結果、販売数量は前年同期に比

べ減少しましたが販売価格では前年同期を上回りました。また、贈答用ギフトは特定保健用食品である

「ヘルシーリセッタ」「ヘルシーコレステ」を中心とした健康オイルギフトが好調に推移し、ギフト全

体の売上は前年同期を大幅に上回りました。油粕・穀類につきましても、販売数量では大豆粕、食品大

豆が前年同期を下回りましたが、菜種粕は前年同期を上回るとともに、販売価格では穀物の国際価格高

騰の影響を受け、いずれも前年同期を上回る結果となりました。 

海外におきましては、大連日清製油有限公司では日本と同様に原材料価格が高騰する一方で製品需要

が一時低迷するなど厳しい環境下にもかかわらず、販売数量、売上高ともに前年同期に比べ増加しまし

た。利益面でも前年同期に比べ増加しました。 

また、INTERCONTINENTAL SPECIALTY FATS SDN.BHDにつきましては、マレーシア国内での販売好調に

加え欧州等への輸出も好調だったことから、販売数量、売上高はともに前年同期に比べ大幅に増加し、

利益面でも前年同期を上回る結果となりました。 

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
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これらの結果、当セグメントの売上高は前年同期に比べ増加し1,743億27百万円となり、営業利益も

39億44百万円と前年同期に比べ増益となりました。 

  

〔ヘルシーフーズ・大豆蛋白事業〕 

生活習慣病対応食品につきましては、健康意識の高まりを背景に販促提案を推進したこと等により特

定保健用食品を中心として順調に推移いたしました。ドレッシング、マヨネーズ類につきましても販売

数量、売上高ともに前年同期に比べ増加いたしました。また、大豆蛋白が販売数量、売上高ともに前年

同期を上回るとともに、大豆加工食品も順調に推移いたしました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は43億84百万円となり、営業損失は5億12百万円となりまし

た。 

  

〔ファインケミカル事業〕 

化粧品原料につきましては、国内向けの堅調さに加え、輸出も好調に推移したことから販売数量、売

上高はいずれも前年同期に比べ増加いたしましたが、汎用品の販売構成比が高まったこともあり販売価

格は前年同期を若干下回りました。化学品では潤滑油向けが好調だったものの、情報関連向けは前年同

期に比べ振るいませんでした。一方、中鎖脂肪酸油につきましては、香料向け、流動食向けの販売数量

がほぼ前年同期並みとなりましたが、輸出が伸びたことや販売価格改定の効果もあり、販売数量、売上

高ともに前年同期を上回りました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は前年同期に比べ増加し28億48百万円となり、営業損失は3百

万円となりました。 

  

〔その他事業〕 

物流事業が前年同期を上回りましたが、情報システム事業、エンジニアリング事業の業績は前年同期

を下回ったことなどにより、当セグメントの売上高は前年同期に比べわずかに減少し53億94百万円とな

り、営業利益は8億75百万円となりました。 

  

〔所在地別セグメント〕 

日本における売上高は1,324億98百万円、営業利益は29億32百万円であり、中国、マレーシアなどの

アジアにおける売上高は544億56百万円、営業利益は13億36百万円となりました。 

  

〔海外売上高〕 

海外子会社の増収等を背景に海外売上高は前年同期に比べ増加いたしました。内訳としては、中国、

マレーシアなどのアジア向け売上高が427億18百万円、欧州、米国などのその他地域への売上高が116億

45百万円であります。 
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(1)資産、負債および純資産の状況 

流動資産は前連結会計年度末に比べ247億34百万円増加いたしました。これは、現金及び預金が50億

99百万円増加した他、売上債権が売上高増加などに伴い51億62百万円増加したこと、たな卸資産が原材

料価格の高騰などにより136億20百万円増加したことが主な要因であります。一方、固定資産は前連結

会計年度末に比べ17億73百万円減少いたしました。リース会計基準の適用に伴い新たにリース資産とし

て7億29百万円計上したものの、設備投資が減価償却費の範囲内に収まったことなどにより有形固定資

産は5億36百万円減少いたしました。無形固定資産ものれんの償却などにより4億30百万円減少いたしま

した。投資その他の資産につきましても、投資有価証券の時価評価や長期債券の減少などの影響により

8億6百万円減少いたしました。これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べ229億61百万円増加の

2,287億85百万円となりました。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ217億79百万円増加し、1,181億97百万円となりまし

た。主な要因としては、仕入債務が原材料価格の高騰などの影響により152億85百万円増加するととも

に、社債、借入金による資金調達を行い有利子負債が50億31百万円増加したこと、リース会計基準適用

に伴いリース債務を新たに計上したことなどであります。 

純資産は、四半期純利益を計上したことなどにより、前連結会計年度末に比べ11億81百万円増加の

1,105億88百万円となりました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によ

り36億81百万円、財務活動により41億81百万円それぞれ増加いたしましたが、投資活動により21億72百

万円減少いたしました。これらの結果、当四半期連結累計期間末の残高は117億82百万円となり、前連

結会計年度末に比べ56億16百万円増加いたしました。 

  
  
  

穀物相場が調整局面になってきたとはいえ、第３四半期以降も原材料費をはじめ諸コストは依然とし

て高水準で推移することが予想され、今後の需要動向等については不透明な面もあります。こうした

中、当社グループでは、今後も、コストの圧縮とともに、適正な販売価格の形成に努め、継続して業績

の向上に取り組んでまいります。また、子会社については、第３四半期以降、経営環境は厳しさを増す

ことが予想され、第２四半期連結累計期間のような連結業績への寄与は難しい状況です。 

 これらの結果、通期の連結業績予想を以下のとおり見直しております。 

（％表示は、対前期増減率） 

 
  

なお、通期の個別業績予想につきましても以下のとおり見直しを行っております。 

（％表示は、対前期増減率） 

2. 連結財政状態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

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期 359,000 20.4 8,200 99.3 8,500 86.4 3,800 102.6

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期 232,000 19.7 6,800 144.2 7,000 93.5 3,900 421.0
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該当事項はありません。 

  

(簡便な会計処理) 

①たな卸資産の評価方法 

 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。 

 

②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 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。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

境や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ため、前連結会計年度において使用した将

来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 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。 

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 

企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成19年3月14日 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。 

 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号）

を第１四半期連結会計期間から適用しております。これに伴い、たな卸資産の評価基準および評価方法

を、製品については主として総平均法による原価法から、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、原材料については主として先入先出法に

よる低価法から、主として先入先出法による原価法(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)にそれぞれ変更しております。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益が2,861

百万円それぞれ増加しております。なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載しており

ます。 

 

③「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り扱い」（企業会計基準委員会

平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正

を行っております。 

 この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の影響は軽微であります。 

 

④「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 終改正平成19年3月30日 

企業会計基準第13号）および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成6

年1月18日 終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早

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)

(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

(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
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期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しており

ます。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 なお、リース取引開始日が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

いては、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリ

ース資産に計上する方法によっております。 

 この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

(追加情報) 

 平成20年度の法人税法改正に伴い資産の状況を見直し、第１四半期連結会計期間より、機械装置等に

ついて改正後の耐用年数に変更しております。これにより、当第２四半期累計期間の営業利益が204百

万円、経常利益および税金等調整前四半期純利益が206百万円それぞれ減少しております。なお、セグ

メント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 11,634 6,534 

受取手形及び売掛金 52,778 47,615 

有価証券 3,886 3,612 

たな卸資産 60,398 46,777 

その他 6,597 6,012 

貸倒引当金 △29 △23 

流動資産合計 135,264 110,529 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 26,482 27,236 

機械装置及び運搬具（純額） 16,701 17,977 

土地 24,738 24,745 

その他（純額） 2,305 804 

有形固定資産合計 70,227 70,763 

無形固定資産 

のれん 2,283 2,575 

その他 963 1,102 

無形固定資産合計 3,246 3,677 

投資その他の資産 

投資有価証券 16,832 17,564 

その他 3,509 3,586 

貸倒引当金 △294 △297 

投資その他の資産合計 20,046 20,853 

固定資産合計 93,520 95,294 

資産合計 228,785 205,824 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 43,571 28,285 

短期借入金 18,869 12,403 

コマーシャル・ペーパー － 11,500 

未払法人税等 1,137 615 

引当金 37 64 

その他 15,692 14,614 

流動負債合計 79,309 67,484 

固定負債 

社債 30,000 20,000 

長期借入金 104 40 

引当金 1,917 2,255 

負ののれん 40 13 

その他 6,824 6,624 

固定負債合計 38,887 28,933 

負債合計 118,197 96,417 

純資産の部 

株主資本 

資本金 16,332 16,332 

資本剰余金 26,072 26,072 

利益剰余金 62,283 61,126 

自己株式 △453 △438 

株主資本合計 104,234 103,091 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,243 1,236 

繰延ヘッジ損益 △255 △524 

為替換算調整勘定 362 633 

評価・換算差額等合計 1,350 1,345 

少数株主持分 5,003 4,968 

純資産合計 110,588 109,406 

負債純資産合計 228,785 205,824 
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(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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 186,954 

売上原価 161,433 

売上総利益 25,521 

販売費及び一般管理費 21,219 

営業利益 4,301 

営業外収益 

受取利息 117 

受取配当金 257 

為替差益 469 

負ののれん償却額 3 

持分法による投資利益 1 

その他 238 

営業外収益合計 1,087 

営業外費用 

支払利息 428 

その他 251 

営業外費用合計 679 

経常利益 4,709 

特別利益 

投資有価証券売却益 11 

貸倒引当金戻入額 1 

特別利益合計 13 

特別損失 

固定資産除却損 69 

投資有価証券評価損 249 

特別損失合計 319 

税金等調整前四半期純利益 4,403 

法人税等 1,970 

少数株主利益 413 

四半期純利益 2,019 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 96,826 

売上原価 84,643 

売上総利益 12,182 

販売費及び一般管理費 10,756 

営業利益 1,426 

営業外収益 

受取利息 64 

受取配当金 29 

為替差益 182 

負ののれん償却額 1 

その他 149 

営業外収益合計 428 

営業外費用 

支払利息 224 

持分法による投資損失 13 

その他 184 

営業外費用合計 421 

経常利益 1,433 

特別利益 

投資有価証券売却益 11 

貸倒引当金戻入額 0 

特別利益合計 12 

特別損失 

固定資産除却損 25 

投資有価証券評価損 249 

特別損失合計 275 

税金等調整前四半期純利益 1,170 

法人税等 859 

少数株主利益 196 

四半期純利益 113 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 4,403 

減価償却費 3,385 

のれん償却額 443 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24 

受取利息及び受取配当金 △374 

支払利息 428 

持分法による投資損益（△は益） △1 

投資有価証券売却損益（△は益） △11 

投資有価証券評価損益（△は益） 249 

固定資産除売却損益（△は益） 69 

売上債権の増減額（△は増加） △5,367 

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,879 

仕入債務の増減額（△は減少） 15,403 

その他 △144 

小計 4,630 

利息及び配当金の受取額 376 

利息の支払額 △421 

法人税等の支払額 △903 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,681 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の純増減額（△は増加） △126 

投資有価証券の取得による支出 △109 

投資有価証券の売却による収入 663 

関係会社株式の取得による支出 △345 

有形固定資産の取得による支出 △1,935 

その他 △319 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,172 

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（△は減少） 7,039 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △11,500 

長期借入金の返済による支出 △270 

長期借入れによる収入 100 

社債の発行による収入 9,927 

配当金の支払額 △862 

自己株式の売却による収入 2 

自己株式の取得による支出 △17 

少数株主への配当金の支払額 △78 

その他 △161 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,181 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △73 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,616 

現金及び現金同等物の期首残高 6,165 

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,782 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

①事業の種類別セグメント情報 

当第2四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日) 

 
  (注)１ 事業区分は製品の属する業種区分によっております。 

 ２ 各事業区分の主要製品 

 
 ３ 会計方針の変更  

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年 7月 5日 企業会計基準第９号）を

第１四半期連結会計期間から適用しております。これに伴い、たな卸資産の評価基準および評価方法を、製

品については主として総平均法による原価法から、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、原材料については主として先入先出法による低価法か

ら、主として先入先出法による原価法(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)

にそれぞれ変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計

期間において「製油関連事業」の営業利益が2,869百万円増加し、「ヘルシーフーズ・大豆蛋白事業」の営

業損失が5百万円増加し、「ファインケミカル事業」の営業利益が0百万円減少し、「その他事業」の営業利

益が2百万円減少しております。 

 ４ 追加情報 

 平成20年度の法人税法改正に伴い資産の状況を見直し、第１四半期連結会計期間より、機械装置等につい

て改正後の耐用年数に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半

期連結累計期間において「製油関連事業」の営業利益が172百万円減少し、「ヘルシーフーズ・大豆蛋白事

業」の営業損失が28百万円増加し、「ファインケミカル事業」の営業利益が7百万円減少し、「その他事

業」の営業利益が3百万円増加しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

製油関連 
事業 

(百万円)

ヘルシーフ
ーズ・大豆
蛋白事業 
(百万円)

ファインケ
ミカル事業
(百万円)

その他事業
(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 174,327 4,384 2,848 5,394 186,954 － 186,954

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

839 510 381 7,171 8,902 (8,902) －

計 175,166 4,894 3,229 12,566 195,857 (8,902) 186,954

営業利益又は営業損失(△) 3,944 △ 512 △ 3 875 4,304 (2) 4,301

製油関連事業 家庭用食品、業務用食品、加工用油脂、加工油脂、油粕および穀類

ヘルシーフーズ・大豆
蛋白事業

生活習慣病対応食品、高齢者・介護食品、治療関連食品、栄養調整食品、機能性
素材、ドレッシング・マヨネーズ類、大豆たん白、大豆加工食品

ファインケミカル事業 化粧品・トイレタリー原料、化学品、中鎖脂肪酸油、レシチン、トコフェロール

その他事業
不動産賃貸、包装サービス、港湾荷役、倉庫業、飲食店経営、洗剤、スポーツ施
設経営、水産、販売促進、エンジニアリング、損害保険代理、コンピュータ関連
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②所在地別セグメント情報 

当第2四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日) 

 
 (注)１ 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域     

 (1)国または地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による 

 (2)各区分に属する主な国または地域・・・アジア :中国、マレーシア   

 ２ 会計方針の変更 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年 7月 5日 企業会計基準第９号）を

第１四半期連結会計期間から適用しております。これに伴い、たな卸資産の評価基準および評価方法を、製

品については主として総平均法による原価法から、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、原材料については主として先入先出法による低価法か

ら、主として先入先出法による原価法（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）にそれぞれ変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結

累計期間において「日本」の営業利益が2,861百万円増加しております。 

 ３ 追加情報 

 平成20年度の法人税法改正に伴い資産の状況を見直し、第１四半期連結会計期間より、機械装置等につい

て改正後の耐用年数に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半

期連結累計期間において「日本」の営業利益が204百万円減少しております。 

  

③海外売上高 

当第2四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日) 

 
 (注)１ 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域 

 (1)国または地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による  

 (2)各区分に属する主な国又は地域・・・・アジア     ：中国、マレーシア、台湾、韓国 

                     その他の地域 ：ヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国 

 ２ 海外売上高は、当社およ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。 

  

該当事項はありません。 

日本
(百万円)

アジア
(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 132,498 54,456 186,954 － 186,954

 (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

149 2,265 2,414 (2,414) －

計 132,647 56,721 189,369 (2,414) 186,954

  営業利益 2,932 1,336 4,269 31 4,301

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 42,718 11,645 54,364

Ⅱ 連結売上高 （百万円） － － 186,954

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

22.9 6.2 29.1

(6) 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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前中間連結会計期間に係る財務諸表等 

1 前中間連結損益計算書 

                              (単位：百万円) 

「参考資料」

科  目
前中間連結会計期間
(自 平成19年4月 1日 
 至 平成19年9月30日)

Ⅰ 売上高 135,346

Ⅱ 売上原価 111,941

   売上総利益 23,405

Ⅲ 販売費及び一般管理費 20,832

   営業利益 2,572

Ⅳ 営業外収益 854

 1. 受取利息 182

 2. 受取配当金 131

 3. 負ののれんの償却額 3

 4. 持分法による投資利益 48

 5. その他 489

Ⅴ 営業外費用 489

 1. 支払利息 248

 2. 棚卸資産処分損 35

 3. その他 206

   経常利益 2,937

 Ⅵ 特別利益 327

 1. 固定資産売却益 3

 2. 投資有価証券売却益 319

 3. その他 4

 Ⅶ 特別損失 408

 1. 固定資産除却損 83

 2. 固定資産売却損 263

 3. 投資有価証券評価損 57

 4. その他 3

   税金等調整前中間純利益 2,856

   法人税、住民税及び事業税 2,007

   法人税等調整額 △ 200

   少数株主利益 107

   中間純利益 941
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２ 前中間連結キャッシュフロー計算書 

                             (単位：百万円) 

 
  

区分
前中間連結会計期間 
(自 平成19年4月 1日  
 至 平成19年9月30日)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 2,856

   減価償却費 3,019

   のれんの償却額 415

   退職給付引当金の増減額(△減少) △ 322

   受取利息及び受取配当金 △ 313

   支払利息 248

   持分法による投資利益 △ 48

   固定資産除売却損益(△は益) 343

   売上債権の増減額(△増加) △ 4,025

   棚卸資産の増減額(△増加) △ 7,469

   仕入債務の増減額(△減少) 8,889

   その他 △ 1,101

    小計 2,492

   利息及び配当金の受取額 297

   利息の支払額 △ 256

   法人税等の支払額 △ 1,985

  営業活動によるキャッシュ・フロー 547

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有価証券の純増減額(△増加) 765

   投資有価証券の取得による支出 △ 38

   投資有価証券の売却による収入 510

   有形固定資産の取得による支出 △ 1,650

   有形固定資産の売却による収入 234

   その他 △ 374

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 552

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） 1,060

   長期借入金の返済による支出 △ 95

   社債の発行による収入 9,935

   社債の償還による支出 △ 5,000

   配当金の支払額 △ 1,036

   自己株式の売却による収入 3

   自己株式の取得による支出 △ 20

   少数株主への配当金支払額 △ 200

  財務活動によるキャッシュ・フロー 4,646

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 387

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少） 5,028

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 10,354

 Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 15,382
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３ セグメント情報 

①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19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

 
 (注) １ 事業区分は製品の属する業種区分によっております。 

 ２ 各事業区分の主要製品 

 
  

②所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

 
 (注) １ 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域  

(1)国または地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による 

(2)各区分に属する主な国または地域・・・アジア :中国、マレーシア   

  

製油関連  
事業  

(百万円)

ヘルシーフ
ーズ・大豆
蛋白事業 
(百万円)

ファインケ
ミカル事業
(百万円)

その他事業 
 

(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 122,869 4,389 2,673 5,414 135,346 － 135,346

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,221 322 350 7,031 8,925 (8,925) －

計 124,091 4,712 3,023 12,446 144,272 (8,925) 135,346

営業利益又は営業損失(△) 2,445 △ 413 238 293 2,562 9 2,572

製油関連事業 家庭用食品、業務用食品、加工用油脂、加工油脂、油粕および穀類

ヘルシーフーズ・大豆
蛋白事業

生活習慣病対応食品、高齢者・介護食品、治療関連食品、栄養調整食品、機能性
素材、ドレッシング・マヨネーズ類、大豆たん白、大豆加工食品

ファインケミカル事業 化粧品・トイレタリー原料、化学品、中鎖脂肪酸油、レシチン、トコフェロール

その他事業
不動産賃貸、包装サービス、港湾荷役、倉庫業、飲食店経営、洗剤、スポーツ施
設経営、水産、販売促進、エンジニアリング、損害保険代理、コンピュータ関連

日本
(百万円)

アジア
(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 106,487 28,859 135,346 － 135,346

 (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

66 2,441 2,507 (2,507) －

計 106,554 31,300 137,854 (2,507) 135,346

    営業利益 2,177 395 2,572 (0) 2,572
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③海外売上高 

前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

 
 (注) １ 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域       

(1)国または地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による  

(2)各区分に属する主な国又は地域・・・・アジア     ：中国、マレーシア、台湾、韓国 

                                     その他の地域 ：ヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国 

  ２ 海外売上高は、当社およ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。 

  

（参考）個別業績の概要 

(1)平成21年3月期第2四半期累計期間の個別経営成績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

(％表示は対前年同四半期増減率)

 
 （注）個別業績数値は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象では

ありません。 

  

(2)平成21年3月期の個別業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

(％表示は対前期増減率)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 20,865 7,925 28,791

Ⅱ 連結売上高 （百万円） － － 135,346

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

15.4 5.9 21.3

6. その他の情報

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2四半期 116,865 － 2,841 － 3,143 － 1,762 －

20年3月期第2四半期 90,983 14.6 2,524 △21.6 3,350 △10.5 1,490 △27.1

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期 232,000 19.7 6,800 144.2 7,000 93.5 3,900 421.0
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