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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 118,059 ― 5,346 ― 5,576 ― 3,360 ―
20年3月期第3四半期 116,199 7.0 8,419 △5.7 8,899 △6.3 5,523 △14.8

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3四半期 17.16 17.16
20年3月期第3四半期 27.58 27.57

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3四半期 175,342 88,520 48.3 441.91
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3四半期  84,719百万円 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 0.00 5.00 0.00 6.00 11.00
21年3月期 0.00 5.00 0.00 ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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  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 △2.5 4,800 △52.0 5,100 △50.2 2,800 △57.3 14.61

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3四半期  199,682,752株 20年3月期  201,682,752株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  7,969,529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3四半期  195,846,251株 20年3月期第3四半期  200,288,579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３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日までの９ヶ月間）のわが国経済は、資源・食

料価格の乱高下や世界的な金融危機の深刻化に伴う株式・為替市場の大幅な変動があり、その影響が後半においては

実体経済に及び、個人消費の世界的な低迷、生産、設備投資、輸出、企業収益の大幅な減少など、景気の悪化が鮮明

になっております。

　当期における当社グループを取り巻く事業環境は、石化原燃料および天然油脂原料価格の乱高下や大幅な為替変動

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ます。このような状況のもと、

売上高は１１８,０５９百万円と第２四半期までの増収もあって前年同期比１.６％の微増となったものの、営業利益

は５,３４６百万円と前年同期比３６.５％の減益となりました。また、経常利益は５,５７６百万円と前年同期比３

７.３％の減益、当四半期純利益は３,３６０百万円と前年同期比３９.２％の減益となりました。

①油脂製品事業

　油脂製品事業の売上高は５１,４１８百万円と本年第２四半期までの増収を受け、前年同期比９.７％の増収とな

りました。石化原燃料や天然油脂原料の価格が乱高下するなか、市場での競合や価格是正のタイムラグの影響によ

りコスト上昇分を製品価格に十分反映できず、営業利益は９１百万円と前年同期比７５.３％の減益となりまし

た。

　脂肪酸、脂肪酸誘導体、界面活性剤は、いずれも製品価格の是正に努めました。脂肪酸誘導体は、トナー用ワッ

クスなどの出荷が堅調に推移したこと、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に推移し

たこともあり、いずれも売上高は増加しました。

　食用加工油脂は、拡販と製品価格是正に努め、主力製品である製菓・製パン用ショートニングを中心に売上高が

増加しました。また、機能食品関連製品は、医療栄養食、健康関連製品とも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石化原燃料価格が乱高下するなか、製品価格の是正を進めたものの、11月以降の出荷の

減少と大幅な円高の影響を受け４４,２２１百万円と前年同期比６.３％の減収となりました。営業利益は３,９６６

百万円と前年同期比３５.７％の減益となりました。

　有機過酸化物、エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導体は、急激な国内外の需要減と円高の影響を大

きく受け売上高は減少しました。

　生体適合素材であるＭＰＣ（2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン）関連製品は、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、化粧品用途や医薬市場向けの手指消毒剤、アイケア市場向けＭＰＣモ

ノマーの出荷は堅調に推移しましたが、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤の出荷が後半不振だったことから売上高

は減少しました。

　ＤＤＳ（ドラッグ・デリバリー・システム）医薬用製剤原料は欧米において販売力を強化し、その成果は上がり

つつありますが、急激な円高の影響により売上高は減少しました。

　機能性フィルムは、薄型大画面テレビ用途での製品価格の下落や世界的な需要減などの影響を受け、売上高は減

少しました。

　電子材料は、液晶表示用カラーフィルター関連材料を中心に新規顧客の開拓を進めた結果、売上高は増加しまし

た。また、当社独自技術による熱可塑性グラフトポリマーを用いたＵＨＦ帯ＲＦＩＤタグの実用化に向けた開発を

積極的に進めております。

　特殊防錆処理剤・防錆加工については、特に11月以降世界的な自動車販売不振と円高の影響を受け、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２１,６０１百万円と前年同期比１.２％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１,２６３百万円と前年同期比２７.１％の減益となりました。

　産業用爆薬類は、製品価格の是正と新規土木工事の着工増により、売上高は増加しました。

　ロケット関連製品は、大型ロケットの出荷が10月以降増加したため、売上高は増加しました。

　防衛関連製品は、一部製品の出荷が１～３月へとずれ込んだことにより、売上高は減少しました。

　自動車用安全部品は、11月以降世界的な自動車販売不振の影響を受け、売上高は減少しました。

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。その売上高は８１８百万円と前年同期比

３.３％の増収、営業利益は１９百万円と前年同期比８１.０％の減益となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べ３,４３０百万円減少し、１７５,３４２百万円となりまし

た。

　資産の増減の主な内容は、現金及び預金の減少３,９５５百万円、売掛債権の増加３,９３３百万円、たな卸資産の

増加７,７４０百万円、投資有価証券の減少８,８４３百万円等であります。

　負債は、前期末に比べ３,５６９百万円増加しましたが、その主な内容は、有利子負債の増加６,３４８百万円、繰

延税金負債の減少４,２３０百万円であります。

　純資産は、前期末に比べ、６,９９９百万円減少しました。その主な内容は、当第３四半期累計純利益３,３６０百

万円、配当による減少２,１７１百万円、自己株式の取得による減少２,８５２百万円及びその他有価証券評価差額金

の減少４,６３９百万円等であります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の業績予想につきましては、平成21年１月７日に発表いたしました、業績予想の修正に関するお知らせに記載

いたしました内容と変更はありません。なお、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。

 

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）

　当該事項はありません。

 

（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、主として当第３四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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益は、それぞれ93百万円減少しております。
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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、

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、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。これに伴

い、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益はそれぞれ96百万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

　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。

これに伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益、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、

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。

これに伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益、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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

96百万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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 6,073 10,029

受取手形及び売掛金 32,932 28,999

商品及び製品 23,312 19,955

仕掛品 4,610 1,845

原材料及び貯蔵品 9,083 7,466

その他 4,183 3,837

貸倒引当金 △120 △107

流動資産合計 80,076 72,025

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 23,107 24,185

土地 19,318 19,386

その他（純額） 19,420 19,306

有形固定資産合計 61,847 62,878

無形固定資産   

その他 2,258 3,018

無形固定資産合計 2,258 3,018

投資その他の資産   

投資有価証券 22,321 31,164

その他 8,986 9,746

貸倒引当金 △148 △60

投資その他の資産合計 31,159 40,850

固定資産合計 95,265 106,747

資産合計 175,342 178,772

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,451 24,815

短期借入金 20,467 13,772

1年内返済予定の長期借入金 5,438 976

未払法人税等 279 1,471

賞与引当金 1,323 2,581

その他 10,949 9,706

流動負債合計 65,910 53,324

固定負債   

長期借入金 9,473 14,282

退職給付引当金 3,615 3,610

その他 7,822 12,035

固定負債合計 20,912 29,929

負債合計 86,822 83,253



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 52,156 52,189

自己株式 △3,399 △1,600

株主資本合計 81,612 83,444

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,617 8,257

為替換算調整勘定 △511 39

評価・換算差額等合計 3,106 8,296

少数株主持分 3,801 3,778

純資産合計 88,520 95,519

負債純資産合計 175,342 178,772



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 118,059

売上原価 90,673

売上総利益 27,385

販売費及び一般管理費 22,038

営業利益 5,346

営業外収益  

受取利息 67

受取配当金 605

その他 675

営業外収益合計 1,349

営業外費用  

支払利息 334

為替差損 431

その他 353

営業外費用合計 1,119

経常利益 5,576

特別利益  

固定資産売却益 1,214

その他 6

特別利益合計 1,221

特別損失  

投資有価証券売却損 76

投資有価証券評価損 1,116

その他 87

特別損失合計 1,279

税金等調整前四半期純利益 5,518

法人税等 1,983

少数株主利益 174

四半期純利益 3,360



　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。

（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

〔事業の種類別セグメント情報〕

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12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 51,418 44,221 21,601 818 118,059 － 118,059

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
138 2,222 64 5,701 8,127 (8,127) －

計 51,557 46,443 21,665 6,519 126,186 (8,127) 118,059

営業利益 91 3,966 1,263 19 5,340 6 5,346

 

〔所在地別セグメント情報〕

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12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 106,230 11,829 118,059 － 118,059

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,547 335 2,882 (2,882) －

計 108,777 12,164 120,942 (2,882) 118,059

営業利益 4,718 591 5,309 37 5,346

 

〔海外売上高〕

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 20,831 20,831

Ⅱ　連結売上高（百万円）  118,059

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
17.6 17.6
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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

　該当事項はありません。

「参考資料」

前年同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３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日～至平成19年12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 116,199

Ⅱ　売上原価 86,692

売上総利益 29,506

Ⅲ　販売費及び一般管理費 21,087

営業利益 8,419

Ⅳ　営業外収益 1,314

Ⅴ　営業外費用 834

経常利益 8,899

Ⅵ　特別利益 426

Ⅶ　特別損失 302

税金等調整前四半期純利益 9,023

税金費用 3,278

少数株主利益 220

四半期純利益 5,523

（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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 46,878 47,176 21,351 792 116,199 － 116,199

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
300 8,782 1,696 5,877 16,656 (16,656) －

計 47,179 55,959 23,047 6,669 132,855 (16,656) 116,199

営業費用 46,807 49,792 21,315 6,569 124,485 (16,705) 107,779

営業利益 371 6,166 1,732 99 8,370 48 8,419
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