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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 9,923 11.1 298 34.0 303 36.8 147 21.1
20年3月期 8,935 1.8 222 25.2 221 28.9 121 △12.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 12.05 ― 4.9 5.3 3.0
20年3月期 9.95 ― 4.1 3.7 2.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 5,687 3,047 53.6 249.63
20年3月期 5,814 2,979 51.2 243.99

（参考） 自己資本   21年3月期  3,047百万円 20年3月期  2,979百万円

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

21年3月期 277 △74 △199 38
20年3月期 471 △39 △428 36

2.  配当の状況 

（注）21年3月期期末配当金の内訳    普通配当 4円00銭  記念配当 2円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 4.00 4.00 48 40.2 1.6
21年3月期 ― ― ― 6.00 6.00 73 49.8 2.4

22年3月期 
（予想）

― ― ― 4.00 4.00 25.7

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

5,200 0.4 190 △4.4 190 △4.8 110 △2.7 9.01

通期 10,100 1.8 350 17.3 350 15.4 190 29.1 15.56
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、12ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については23ページ「１株当たり情報」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 12,222,080株 20年3月期 12,222,080株

② 期末自己株式数 21年3月期  12,583株 20年3月期  10,040株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に掲載されている業績見直し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、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。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

 当期のわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融不安の影響が実態経済にも強く反映し、株式・

為替市場が大きく変動するなか、企業収益の悪化により雇用情勢にも急速に厳しさが増す状況となり、

個人消費の減退が一段と進むことが予想され、今後も景気の後退局面は当面継続するものと思われます。 

こうした経済環境のなかで当社は、化成品における自社業務品の拡充、工場におけるコスト競争力・

購買力及び生産技術力の強化などの経営基盤の安定、強化に取組んでまいりました。 

 当期の業績は、売上高では、販売数量の増加及び上半期において油脂部門で原料価格に対応した販売

価格の改定を行ったことなどにより増加し、99億 2千 3百万円（前期比 111.1%）となりました。 

 利益面では、売上高の増加及び原価率低減の取組みなどにより、営業利益は 2億 9千 8百万円（前期

比 134.0%）となり、支払利息の減少などにより営業外収支は改善し、経常利益は 3億 3百万円（前期比

136.8%）となり、当期純利益は 1億 4千 7百万円（前期比 121.1%）となりました。 

 

次に各部門の概況についてご報告申しあげます。 

（油脂部門）当社の油脂事業は、精製受託、業務用斗缶販売、小瓶充填、小ロット精製を中心に構成さ

れています。 

 精製受託は、油価上昇と下期からの景気低迷により国内在庫が上昇した影響で、コーン油は増加した

ものの、なたね油の精製受託量は大幅に減少し、全体としては前年同期を下回りました。 

 業務用斗缶販売は、当社の主力である大豆油斗缶に加えてパーム油調合油の販売が増加し、前年同期

を上回りました。 

 小瓶充填は、下期のギフト受託分が不調で、高付加価値油の需要が低迷したことから、前年同期を下

回ることとなりました。 

 小ロット精製は、固定的な小ロット精製受託とパイロットプラントの役目や、小瓶充填受託との一貫

生産をおこない、一定の稼働率を保ちました。 

 
以上の結果、油脂部門の売上高は 52億 6千万円で前年同期比 109.6%となりました。 

 

（化成品部門）当社の化成品事業は、自社業務品、ＯＥＭ及び業務提携先ＯＥＭから構成されています。 

自社業務品は、外食店、食品工場向けに中性洗剤、厨房機器用洗浄剤や殺菌剤の拡販に努めてまいり

ました。当期については、大手外食産業への参入の基盤作りと具現化の推進、成長性の見込める厨房機

器洗浄剤の拡販、食品工場への除菌洗浄剤の拡販を目指して活動してまいりました。この分野において

は、外食新規顧客の獲得、新規コーヒーマシンメーカーや食品加工工場への除菌洗浄剤の導入など一部

成果が上がりました。しかしながら昨年秋以降急激な景気の低迷、そして原材料価格の高騰の影響を受

け当期後半は売上高、利益ともに計画を下回る結果となりました。この結果自社業務品の売上高は前年

同期比 105.6％となりました。 

ＯＥＭは、美容サロン向けヘアーケア製品、通販向け化粧水の受託は好調に推移しましたが、主力の

住居用、衣料用洗剤の既存製品は大手家庭用洗剤メーカー製品との差別化ができず受注量は減少しまし

た。この結果ＯＥＭの売上高は前年同期比 101.8％となりました。 

業務提携先ＯＥＭは、業務用・家庭用自動食器洗浄機用洗剤の受託は計画通り推移し、また業務用の

液体濃縮洗剤やアルカリ剤も堅調に受託しました。加えて化学品の一部製品での特需もあり、業務提携

先ＯＥＭの売上高は前年同期比 118.5％と増加しました。 

 

以上の結果、化成品部門の売上高は 42億 5千 3百万円で前年同期比 112.7％となりました。 

 

（その他）当部門におきましては、物流業務における流通加工受託業務は増加し、当業務の売上高は前

期比 120.2%となりました。 

 

以上の結果、その他部門の売上高は4億9百万円（前期比113.3%）となりました。 
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部門別売上状況                     （単位：百万円未満切捨て） 

前    期 

（19．4～20．3） 

当    期 

（20．4～21．3） 

      年 度 

 

部 門 金  額 構成比 金  額 構成比 

増減金額 

（△印減） 

対前期

増減率 

油      脂 
百万円 

4,799 

％

53.7 

百万円

5,260 

％

53.0 

百万円 

461 

％ 

9.6 

化  成  品 3,774   42.3 4,253   42.9  478 12.7 

そ  の  他    361    4.0    409    4.1  47 13.3 

合      計 8,935  100.0 9,923  100.0  988  11.1 

 

（次期の見通し） 

 今後のわが国経済は、企業収益が悪化するなか、雇用情勢の厳しさが増す状況となり、個人消費の減

退が一段と進み、世界的な経済回復の遅れの影響もあり、景気の後退局面が今後も続くことが懸念され

ます。 

このような経済環境のなか、当社は、「３．経営方針（２）会社の対処すべき課題」に掲げている課

題に全力をあげて取組み、化成品における自社業務品の拡充を進め、化成品工場におけるコスト競争力・

購買力・生産技術力及び品質保証体制の強化に努めてまいります。 

これらの経営努力により、通期の業績につきましては、売上高は 101 億円（前年同期比 1.8%増）、営

業利益は 3億 5千万円（前年同期比 17.3%増）、経常利益は 3億 5千万円（前年同期比 15.4%増）、当期純

利益は 1億 9千万円（前年同期比 29.1%増）を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

 （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） 

 １．資産、負債及び純資産の状況 

当期末の総資産は、前期末に比べ1億2千6百万円減少の56億8千7百万円となりました。棚卸資産など

が減少し流動資産合計は4千3百万円の減少となり、減価償却が進んだことなどにより固定資産合計も8

千3百万円減少しました。また、借入金の返済を進めるなか、買掛金等も減少したため、負債合計は1

億9千5百万円減少し26億3千9百万円となりました。一方、純資産につきましては、その他有価証券評

価差額金が減少したものの、当期純利益の増加などにより前期末に比べ6千8百万円増加し、30億4千7

百万円となりました。 

 ２．キャッシュ・フローの状況 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、税引前当期純利益及び減価償却費は増加しま

したが、法人税等の支払増加により 2億 7千 7百万円の収入（前期は 4億 7千 1百万円の収入）にと

どまりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得などによる支出により

7 千 4 百万円の支出（前期は 3 千 9 百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フロ

ーは、借入金の返済などにより 1億 9千 9百万円の支出（前期は 4億 2千 8百万円の支出）となりま

した。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末に比べ、2百万円増加し、3千 8百万円とな

りました。 

 

  キャッシュ・フローの状況            （単位:百万円未満切捨て） 

前 期 当 期 増 減 

営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ   471   277  △194  

投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ     △39     △74   △35  

財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ   △428   △199 228  

現金及び現金同等物の増加額       4       2   △1  

現金及び現金同等物の期末残高   36   38      2  
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 ３．次期における資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの見通し 

次期のキャッシュ･フローは、営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益の増加など

から収入が増えることを見込んでおります。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資支出と

して約１億円を予定しております。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払や借入金の

返済などを予定しております。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、３千万円程度を予想

しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

配当に関しましては、収益の向上、経営基盤の強化を目指しながら経営環境等も勘案し安定的に行う

ことを基本方針としております。なお、内部留保につきましては、経営体質の強化及び将来の事業展開

に備えることとしたいと存じます。 

当期の利益配当金につきましては、上記の基本方針を踏まえて、普通配当を１株４円としたうえで、

創立 120 周年を迎え長年にわたる株主の皆様のご支援に感謝の意を表するため、記念配当１株２円を加

え、１株６円として、第 199 期定時株主総会に提案させて頂く予定です。 

また、次期配当につきましても、上記基本方針を踏まえて決定する予定であります。なお、現時点に

おいては、１株当たり年間配当金は４円を予定しております。 

 

２．企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社、親会社及び関連当事者（主要株主）１社で構成され、油脂及び化成品の製

造販売を主な内容とし、さらに、物流事業及び各事業に関連するその他のサービス等の事業活動を展開

しております。 

 

３．経営方針 

（１）経営の基本方針 

当社は、企業活動を通じ、社会に「美」と「健康」と「安全」をもって快適さを提供し、存在価値あ

る企業の実現を目指すことを経営理念とし、おいしさと健康を求めた食用油、清潔な生活に役立つ洗浄

剤等、毎日の暮らしや業務に欠かせない高品質で多様な製品づくりに積極的に取組んでおります。 

 

（２）会社の対処すべき課題 

油脂部門では、引き続きコストに見合った、価格形成に注力していきます。また、有機精製設備等を

活用した付加価値商品、差別化商品の開発に努め、新規分野への事業展開を図っていきます。 

化成品部門では、引き続き自社業務品の拡充を 優先課題とした取組みを進めます。 

①大手外食産業への参入の基盤づくりと具現化の推進。 

②中長期的な中核事業として工業用洗浄剤分野での事業基盤の確立。 

③業務品研究開発への集中と、日清オイリオグループの企業ブランドである“植物のチカラ”に相応

しい、環境・人にやさしい洗浄技術の開発と製品化。 

 さらに、工場におけるコスト競争力・購買力・生産技術力及び品質保証体制の強化を図り、操業管理 

システム再構築により業務改革を推進し、リスク管理体制の強化を進めます。 

以上を確実に実行することにより、経営基盤の安定・強化に向けて、引き続き努力してまいる所存で

あります。 
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４． 財務諸表
（１） 貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 35 38

　　受取手形 63 52

　　売掛金 ※3 1,681 ※3 1,671

　　有価証券 0 0

　　製品 168 ―

　　商品及び製品 ― 158

　　原材料 88 ―

　　貯蔵品 31 ―

　　原材料及び貯蔵品 ― 103

　　繰延税金資産 40 40

　　その他 ※3 26 ※3 26

　　貸倒引当金 △1 △1

　　流動資産合計 2,134 2,091

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物 (純額) ※2 939 ※2 888

　　　構築物 (純額) 130 113

　　　機械及び装置 (純額) ※2 368 ※2 287

　　　工具、器具及び備品 (純額) 12 10

　　　土地 ※2 1,919 ※2 1,919

　　　リース資産 (純額) ― 53

　　　建設仮勘定 2 14

　　　有形固定資産合計 ※1 3,372 ※1 3,287

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 12 2

　　　ソフトウェア仮勘定 1 28

　　　リース資産 ― 3

　　　その他 7 6

　　　無形固定資産合計 20 41

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 150 101

　　　長期前払費用 0 ―

　　　繰延税金資産 129 157

　　　敷金 6 5

　　　その他 ― 2

　　　投資その他の資産合計 286 267

　　固定資産合計 3,679 3,596

　資産合計 5,814 5,687

負債の部

　流動負債

　　支払手形 68 52

　　買掛金 ※3 1,111 ※3 924

　　短期借入金 ※3 176 ※3 389

　　１年内返済予定の長期借入金 320 5

　　リース債務 ― 29

　　未払金 ※3 591 ※3 588

　　未払法人税等 126 99

　　未払消費税等 10 24

　　賞与引当金 45 47

　　役員賞与引当金 6 6

　　その他 21 24

　　流動負債合計 2,477 2,193
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

　固定負債

　　長期借入金 5 ―

　　リース債務 ― 30

　　退職給付引当金 281 328

　　役員退職慰労引当金 63 78

　　預り保証金 7 9

　　固定負債合計 357 446

　負債合計 2,834 2,639

純資産の部

　株主資本

　　資本金 1,299 1,299

　　資本剰余金

　　　資本準備金 1,165 1,165

　　　資本剰余金合計 1,165 1,165

　　利益剰余金

　　　利益準備金 188 188

　　　その他利益剰余金

　　　　別途積立金 100 100

　　　　繰越利益剰余金 214 312

　　　利益剰余金合計 502 601

　　自己株式 △3 △4

　　株主資本合計 2,963 3,061

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 16 △13

　　評価・換算差額等合計 16 △13

　純資産合計 2,979 3,047

負債純資産合計 5,814 5,687
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（２） 損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 ※4 8,935 ※4 9,923

売上原価 ※4 7,894 ※4 8,737

売上総利益 1,040 1,186

販売費及び一般管理費 ※1,2 818 ※1,2 887

営業利益 222 298

営業外収益

　受取利息 0 0

　有価証券利息 0 0

　受取配当金 4 5

　仕入割引 3 5

　その他 2 2

　営業外収益合計 10 13

営業外費用

　支払利息 ※4 10 ※4 7

　売上割引 0 0

　その他 0 0

　営業外費用合計 11 8

経常利益 221 303

特別利益

　貸倒引当金戻入額 ― 0

　特別利益合計 ― 0

特別損失

　固定資産除却損 ※3 0 ※3 7

　投資有価証券評価損 ― 0

　特別損失合計 0 7

税引前当期純利益 221 296

法人税、住民税及び事業税 127 157

法人税等調整額 △ 26 △ 7

法人税等合計 100 149

当期純利益 121 147
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（３） 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 1,299 1,299

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ― ―

　　当期末残高 1,299 1,299

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高 1,165 1,165

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　当期末残高 1,165 1,165

　　資本剰余金合計

　　　前期末残高 1,165 1,165

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　当期末残高 1,165 1,165

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　前期末残高 188 188

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　当期末残高 188 188

　　その他利益剰余金

　　　別途積立金

　　　　前期末残高 100 100

　　　　当期変動額

　　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　　当期末残高 100 100

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 141 214

　　　　当期変動額

　　　　　剰余金の配当 △48 △48

　　　　　当期純利益 121 147

　　　　　当期変動額合計 72 98

　　　　当期末残高 214 312

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 430 502

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △48 △48

　　　　当期純利益 121 147

　　　　当期変動額合計 72 98

　　　当期末残高 502 601

　自己株式

　　前期末残高 △3 △3

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △0 △0

　　　当期変動額合計 △0 △0

　　当期末残高 △3 △4
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

　株主資本合計

　　前期末残高 2,891 2,963

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △48 △48

　　　当期純利益 121 147

　　　自己株式の取得 △0 △0

　　　当期変動額合計 72 97

　　当期末残高 2,963 3,061

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 54 16

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △38 △29

　　　当期変動額合計 △38 △29

　　当期末残高 16 △13

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 54 16

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △38 △29

　　　当期変動額合計 △38 △29

　　当期末残高 16 △13

純資産合計

　前期末残高 2,945 2,979

　当期変動額

　　剰余金の配当 △48 △48

　　当期純利益 121 147

　　自己株式の取得 △0 △0

　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △38 △29

　　当期変動額合計 33 68

　当期末残高 2,979 3,047
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（４） キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前当期純利益 221 296

　減価償却費 198 215

　退職給付引当金の増減額(△は減少) 38 46

　役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 15 14

　賞与引当金の増減額(△は減少) 1 2

　役員賞与引当金の増減額(△は減少) △ 1 △0

　貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △0

　受取利息及び受取配当金 △ 4 △ 5

　支払利息 10 7

　固定資産除却損 0 7

　投資有価証券評価損益(△は益) ― 0

　売上債権の増減額(△は増加) 358 20

　たな卸資産の増減額(△は増加) △ 27 26

　その他の資産の増減額(△は増加) 0 1

　仕入債務の増減額(△は減少) △ 267 △ 203

　その他の負債の増減額(△は減少) △ 47 26

　小計 495 462

　利息及び配当金の受取額 4 5

　利息の支払額 △ 9 △ 6

　法人税等の支払額 △ 18 △ 184

　営業活動によるキャッシュ・フロー 471 277

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出 △ 36 △ 52

　無形固定資産の取得による支出 △ 3 △ 18

　投資有価証券の取得による支出 ― △0

　その他 ― △ 2

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 39 △ 74

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) △ 258 213

　長期借入金の返済による支出 △ 120 △ 320

　リース債務の返済による支出 ― △ 42

　配当金の支払額 △ 48 △ 49

　自己株式の純増減額(△は増加) △0 △0

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 428 △ 199

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 4 2

現金及び現金同等物の期首残高 31 36

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 36 ※1 38
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（５）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

 

（６）重要な会計方針 

 

項目 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び 

評価方法 

満期保有目的の債券 

……償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  ……決算期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は、全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移動

平均法により算定） 

時価のないもの 

  ……移動平均法による原価法 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及 

び評価方法 

総平均法による原価法 総平均法による原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法） 

（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）を当事業

年度から適用し、評価基準については、

原価法から原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）に変更しており

ます。 

なお、この変更に伴い、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益はそれぞ

れ 7百万円減少しております。 

３ 固定資産の減価償却の方 

  法 

(1) 有形固定資産 

   建物 

    ……定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は、 

15～47 年であります。 

   建物以外の資産 

    ……定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は、 

以下のとおりでありま

す。 

機械及び装置 ７～12 年

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

   建物 

同左 

 

 

 

   建物以外の資産 

    ……定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は、 

以下のとおりでありま

す。 

機械及び装置 ８～10 年
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項目 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

 (会計方針の変更) 

法人税法の改正（（所得税法等の一部を 

改正する法律 平成19年３月30日 法

律第６号）及び（法人税法施行令の一部 

を改正する政令 平成 19 年３月 30 日

政令第 83 号））に伴い、当事業年度か

ら、平成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影

響は、軽微であります。 

(追加情報) 

当事業年度から、平成19年３月31日以

前に取得したものについては、償却可

能限度額まで償却が終了した翌年から

５年間で均等償却する方法によってお

ります。 

なお、この変更に伴う損益に与える影

響は、軽微であります。 

(2) 無形固定資産 

   ……定額法を採用しておりま 

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

基づく定額法を採用してお

     ります。 

(追加情報) 

当事業年度より、平成 20 年度法人税 

法の改正（減価償却資産の耐用年数等

に関する省令の一部を改正する省令）

を契機として、有形固定資産の使用実

態等を勘案し、機械及び装置の主な耐

用年数を従来の７～12 年から、８～10

年に変更しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影

響は、軽微であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

同左 

 

 

 

 

 

 

(3) リース資産 

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 

    ……リース期間を耐用年数と

し、残存価格をゼロとす 

る定額法を採用しており 

ます。 

（会計方針の変更） 

「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

 最終改正平成 19 年３月 30 日 企業

会計基準第 13 号）及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（企業会 

計基準委員会 平成６年１月18日 最

終改正平成 19 年３月 30 日 企業会計

基準適用指針第 16 号）を当事業年度か

ら適用し、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。 
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項目 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  また、リース取引開始日が適用初年度

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、期首に前事業

年度末における未経過リース料残高を

取得価格として取得したものとしてリ

ース資産を計上する方法によっており

ます。 

これによる、損益に与える影響はあり

ません。 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については、

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個

別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額のうち当

事業年度の負担額を計上してい

ます。 

(3) 役員賞与引当金 

   役員の賞与の支出に充てるた

め、当事業年度における支給見

込額に基づき計上しておりま

す。 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産に基づき

当事業年度末において発生して

いると認められる額を計上して

います。なお、会計基準変更時

差異（197 百万円）については、

10 年による按分額を費用処理し

ております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備え

るため、「役員退職慰労金規

程」（内規）に基づく当事業年度末

要支給額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

        同左 

 

 

 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 役員退職慰労引当金 

            同左 

 

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

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

によっております。 
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項目 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

６ キャッシュ・フロー計算 

  書における資金の範囲 

 

 

 

 

 

キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、 

随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期間の到来する

短期的な投資であります。 

同左 

７ その他財務諸表作成のた 

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式を採用しています。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

 

（７）重要な会計方針の変更 

 

   表示方法の変更 

 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

 （貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事業年度ま

で「製品」、「原材料」、「貯蔵品」として表示されていた

ものは、当事業年度から「商品及び製品」、「原材料及び

貯蔵品」として掲記しております。 
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（８）財務諸表に関する注記事項 
 

（貸借対照表関係） 

 

前事業年度 

（平成20年３月31日） 

当事業年度 

（平成21年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額合計 1,711百万円 

  

※１ 有形固定資産減価償却累計額合計 1,783 百万円

 

※２ 有形固定資産の取得価額から控除している圧縮 

記帳額は、2,720百万円でありその内訳は、次のと 

おりであります。 

  建物              937百万円 

  機械及び装置         1,034百万円 

  土地              748百万円 

※２ 有形固定資産の取得価額から控除している圧縮 

記帳額は、2,720百万円でありその内訳は、次のと 

おりであります。 

  建物              937百万円 

 機械及び装置         1,034百万円 

  土地              748百万円 

※３ 関係会社に関する項目 

    売掛金             190百万円 

    流動資産（その他）        3百万円 

    買掛金             192百万円 

    短期借入金           176百万円 

    未払金             338百万円 

※３ 関係会社に関する項目  

    売掛金             289百万円 

    流動資産（その他）        3百万円 

    買掛金             128百万円 

    短期借入金           389百万円 

    未払金             357百万円 

 
（損益計算書関係） 

 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費と一般管理費のおおよその割合は販売費 

  27％、一般管理費73％であります。 

  販売費及び一般管理費のうち、主要な費用及び金額

  は次の通りです。 

   運賃諸掛             173百万円 

   その他の販売直接費         44百万円 

   役員報酬              63百万円 

   給料               184百万円 

   賞与                18百万円 

   賞与引当金             21百万円 

   役員賞与引当金繰入額        6百万円 

   退職給付費用            31百万円 

   役員退職慰労引当金繰入額      18百万円 

   減価償却費             9百万円 

※１ 販売費と一般管理費のおおよその割合は販売費 

  29％、一般管理費71％であります。 

  販売費及び一般管理費のうち、主要な費用及び金額

  は次の通りです。 

   運賃諸掛             196百万円 

   その他の販売直接費         56百万円 

   役員報酬              61百万円 

   給料               206百万円 

   賞与                21百万円 

   賞与引当金             22百万円 

   役員賞与引当金繰入額        6百万円 

   退職給付費用            24百万円 

   役員退職慰労引当金繰入額      15百万円 

   減価償却費             24百万円 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、71百万円で

あります。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、89百万円で

あります。 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま 

す。 

  工具、器具及び備品        0百万円 

 

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま 

す。 

    機械及び装置           6百万円 

    工具、器具及び備品        0百万円 

       合計            7百万円 

※４ 関係会社に関する項目 

    売上高            2,458百万円 

    原材料仕入高         2,102百万円 

    支払利息             4百万円 

※４ 関係会社に関する項目 

    売上高            2,639百万円 

    原材料仕入高         2,701百万円 

    支払利息             4百万円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

 

前事業年度（自 平成 19 年 4月 1日 至 平成 20 年 3月 31 日） 

（1）発行済株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普通株式   12,222,080 株      ―      ―   12,222,080 株

 

（2）自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普通株式（注）     8,746 株     1,294 株      ―      10,040 株

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 1,294 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

（3）配当に関する事項 

     ・配当金支払額 

決 議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年6月21日 

定時株主総会 
普通株式 48 百万円 4 円 平成19年3月31日 平成19年6月22日 

 

        ・基準日が当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 

平成 20 年 6月 24 日開催予定の定時株主総会の議案として、次のとおり提案しております。 

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成20年6月24日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 48 百万円  4 円 平成20年3月31日 平成20年6月25日
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当事業年度 （自 平成 20 年 4月 1日 至 平成 21 年 3月 31 日） 

（1）発行済株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 

普通株式   12,222,080 株      ―      ―   12,222,080 株

 

（2）自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 

普通株式（注）     10,040 株     2,543 株      ―      12,583 株

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 2,543 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

（3）配当に関する事項 

     ・配当金支払額 

決 議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成20年6月24日 

定時株主総会 
普通株式 48 百万円 4 円 平成20年3月31日 平成20年6月25日 

 

        ・基準日が当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 

平成 21 年 6月 23 日開催予定の定時株主総会の議案として、次のとおり提案しております。 

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成21年6月23日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 73 百万円  6 円 平成21年3月31日 平成21年6月24日

 

 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※1現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載さ

  れている科目の金額との関係 

（平成 20 年３月 31 日）

現金及び預金勘定          35 百万円 

  有価証券勘定             0 百万円  

  現預金及び現金同等物        36 百万円  

 

※1現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載さ

  れている科目の金額との関係 

（平成 21 年３月 31 日）

現金及び預金勘定          38 百万円 

  有価証券勘定             0 百万円  

  現預金及び現金同等物        38 百万円  

 

 

 

 

（リース取引） 

リース取引に関する注記事項については、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） 

 

前事業年度（平成 20 年 3月 31 日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

                                      （単位：百万円） 

 
取得原価 

貸借対照表 

計 上 額 
差 額 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 

（１）株式 

（２）債券 

        社債 

（３）その他 

    87

    －

   －

 

    126 

 

    － 

    － 

    39

    －

   －

小計     87     126     39

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 

（１）株式 

（２）債券 

        社債 

（３）その他 

    31

    －

   －

 

     19 

 

     － 

    － 

   △12

    －

   －

小計     31      19     △12

合計      119       146       27

 

２ 時価評価されていない有価証券 

          （単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 

(1)その他有価証券 

  非上場株式 

    マネー・リザーブ・ファンド 

         4

          0

 

 

当事業年度（平成 21 年 3月 31 日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

                                      （単位：百万円） 

 
取得原価 

貸借対照表 

計 上 額 
差 額 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 

（１）株式 

（２）債券 

        社債 

（３）その他 

    4

    －

   －

 

    25 

 

    － 

    － 

    20

    －

   －

小計     4     25     20

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 

（１）株式 

（２）債券 

        社債 

（３）その他 

    114

    －

   －

 

     71 

 

     － 

    － 

   △43

    －

   －

小計     114 71     △43

合計      119       96       △22

 

２ 時価評価されていない有価証券 

          （単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 

(1)その他有価証券 

  非上場株式 

    マネー・リザーブ・ファンド 

         5

          0
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（デリバティブ取引） 

   当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

 

 

（持分法投資損益等） 

   該当事項はありません。 

 

 

（関連当事者情報） 

 

前事業年度（自 平成 19 年 4月 1日 至 平成 20 年 3月 31 日） 

親会社及び法人主要株主等 

関係内容 
属 
性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 

(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末 
残高 

(百万円)

油脂、化
成品の製
造販売、
物流業務
の受託等

2,458 
売掛金 
その他 

190
3

当社製
品の販
売及び
原材料
の仕入 原材料の

仕入等 
2,102 

買掛金 
未払金 

192
338

資金の調
達・運用
(注２) 

△258 
短期 
借入金 

176

親 
会 
社 

日清オイ 
リオグル 
―プ㈱ 

東京都 
中央区 

16,332 
食 品 、 油 
脂、油粕等 
の製造販売 

(被所有)
直接 
 51.9％

間接 
  1.8％

兼任 
 5人

資金の
調達・
運用 利息の 

支払 
4 － －

化成品の
製造・販
売等 

2,316 売掛金 661
法 
人 
主 
要 
株 
主 

花王㈱ 
東京都 
中央区 

85,424 

パーソナル 
ケア製品、 
ハウスホー 
ルド製品、 
サニタリー 
他製品、油 
脂製品、化 
成品の製造 
販売 

(被所有)
直接 
 11.2％

(所有) 
直接 
  0.0％

なし 

当社製
品の販
売及び
原材料
の仕入 薬品等の

仕入 
1,057 買掛金 394

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 植物油脂、化成品の販売及び物流事業については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、毎期価格交

渉の上、一般的取引条件と同様に決定しており、薬品等の仕入及び原材料の仕入等については毎期価格交渉の上、一

般的取引条件と同様に決定しております。なお、資金の調達・運用にかかる利率については、市場金利等を勘案して、

合理的に決定しております。 

（注）１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず期末残高（短期借入金は除く。）には、消費税等 

が含まれております。 

２ 期中において短期的に反復して調達・返済(運用)が行われているため、取引金額は当期の純返済額を記載し 

ております。 
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当事業年度 （自 平成 20 年 4月 1日 至 平成 21 年 3月 31 日） 

 

（追加情報） 

  当事業年度より、「関連当事者の開示に関する基準」（企業会計基準第 11 号 平成 18 年 10 月 17 日）及び「関連当 

事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 13 号 平成 18 年 10 月 17 日）を適用しており 

ます。 

 

1 関連当事者との取引 

 財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

種 
類 

会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 

(被所有)
割合(％)

関連当事者との関係
取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末 
残高 

(百万円)

油脂、化
成品の製
造販売、
物流業務
の受託等

2,639 
売掛金
その他

289
3

原材料の
仕入等 

2,701 
買掛金
未払金

128
357

資金の調
達・運用
(注２) 

213 
短期 
借入金

389

親 
会 
社 

日清オイ 
リオグル 
―プ㈱ 

東京都 
中央区 

16,332 

食 品 、 油 
脂、油粕等 
の製造販売 
 

(被所有)
直接 
 51.9％

間接 
  1.8％

当社製品の販売及
び原材料の仕入  
 
資金の調達・運用 
 
役員の兼任 

利息の 
支払 

4 － －

化成品の
製造・販
売等 

2,750 売掛金 797
主 
要 
株 
主 

花王㈱ 
東京都 
中央区 

85,424 

パーソナル 
ケア製品、 
ハウスホー 
ルド製品、 
サニタリー 
他製品、油 
脂製品、化 
成品の製造 
販売 

(被所有)
直接 
 11.2％

(所有) 
直接 
  0.0％

当社製品の販売及
び原材料の仕入 

薬品等の
仕入 

1,174 
買掛金
未払金

408
0

取引条件及び取引条件の決定方針等  

植物油脂、化成品の販売及び物流事業については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、毎期価格交

渉の上、一般的取引条件と同様に決定しており、薬品等の仕入及び原材料の仕入等については毎期価格交渉の上、一

般的取引条件と同様に決定しております。なお、資金の調達・運用にかかる利率については、市場金利等を勘案して、

合理的に決定しております。 

（注）１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず期末残高（短期借入金は除く。）には、消費税等 

が含まれております。 

２ 期中において短期的に反復して調達・返済(運用)が行われているため、取引金額は当期の純調達額を記載し 

ております。 
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（イ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

種 
類 

会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 

(被所有)
割合(％)

関連当事者との関係
取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末 
残高 

(百万円)

同
一
の
親
会
社
を
持
つ
会
社 

日清 
商事㈱ 

東京都 
中央区 

99 食料品他卸 

(被所有)
直接 

 1.7％
(所有) 
直接 
  0.0％

当社製品の販売等 
製品の販
売等 

559 売掛金 83

取引条件及び取引条件の決定方針等  

植物油脂、化成品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、毎期価格交渉の上、一般

的取引条件と同様に決定しております。 

（注）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず期末残高には、消費税等が含まれております。 

 

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

  親会社情報 

  日清オイリオグループ㈱（東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場） 

 

 

（税効果会計） 

 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 

別の内訳 

繰延税金資産 

 退職給付引当金            114 百万円 

 賞与引当金              18 百万円 

 役員退職慰労引当金          25 百万円 

 その他                23 百万円 

 繰延税金資産小計           182 百万円 

 評価性引当金             △1 百万円 

繰延税金資産合計            181 百万円 

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金       10 百万円 

 繰延税金負債合計           10 百万円 

 繰延税金負債資産の純額        170 百万円 

 

２ 法廷実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 

担率との間に差異があるときの、当該差異の原因 

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率               40.6％ 

(調整) 

 交際費等永久に損金に参入されない項目   3.0％ 

 住民税均等割額              1.9％ 

 その他                 △0.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率     45.2％ 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 

別の内訳 

繰延税金資産 

 退職給付引当金            133 百万円 

 賞与引当金              19 百万円 

 役員退職慰労引当金          31 百万円 

 その他                31 百万円 

 繰延税金資産小計           216 百万円 

 評価性引当金            △17 百万円 

繰延税金資産合計            198 百万円 

 

 

 

 

 

２ 法廷実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 

担率との間に差異があるときの、当該差異の原因 

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率               40.6％ 

(調整) 

 交際費等永久に損金に参入されない項目   3.0％ 

 住民税均等割額              1.4％ 

 評価性引当金               5.6％ 

 その他                 △0.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率     50.4％ 
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（退職給付） 

 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

（退職給付） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   当社の退職給付制度は、勤続期間が１年以上の 

従業員が退職する場合、社内の退職金規定に基づ 

き、退職時までの勤続年数や給与等に基づき算定 

された退職金を支払うこととなっております。こ 

の退職金の支払に充てるため、必要資金の内部留 

保の他に、定年退職(満 60 歳)する者を対象とした 

適格退職年金制度を採用し、外部拠出を行ってお 

ります。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成 20 年３月 31 日) 

① 退職給付債務        △372 百万円

② 年金資産           51 百万円

③ 未積立退職給付債務     △321 百万円

④ 会計基準変更時差異の 

未処理額           39 百万円

⑤ 退職給付引当金       △281 百万円

３ 退職給付費用に関する事項（自 平成19年４月１日 

  至 平成 20 年３月 31 日） 

   退職給付費用           59 百万円 

   （内、会計基準変更時差異の費用処理額 

                   19 百万円） 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   会計基準変更時差異の処理年数     10 年 

   なお、当社は退職給付費用の算定にあたり、簡 

便法を採用しておりますので、基礎率等について 

は記載しておりません。 

（退職給付） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   当社の退職給付制度は、勤続期間が１年以上の 

従業員が退職する場合、社内の退職金規定に基づ 

き、退職時までの勤続年数や給与等に基づき算定 

された退職金を支払うこととなっております。こ 

の退職金の支払に充てるため、必要資金の内部留 

保の他に、定年退職(満 60 歳)する者を対象とした 

適格退職年金制度を採用し、外部拠出を行ってお 

ります。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成 21 年３月 31 日) 

① 退職給付債務        △404 百万円

② 年金資産           56 百万円

③ 未積立退職給付債務     △348 百万円

④ 会計基準変更時差異の 

未処理額           19 百万円

⑤ 退職給付引当金       △328 百万円

３ 退職給付費用に関する事項（自 平成20年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

   退職給付費用           56 百万円 

   （内、会計基準変更時差異の費用処理額 

                   19 百万円） 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   会計基準変更時差異の処理年数     10 年 

   なお、当社は退職給付費用の算定にあたり、簡 

便法を採用しておりますので、基礎率等について 

は記載しておりません。 

 

 

（１株当たり情報） 

 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額           243.99 円 

  

１株当たり当期純利益            9.95 円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(１株当たり当期純利益の算定上の基礎) 

損益計算書上の当期純利益          121 百万円 

普通株式に係る当期純利益          121 百万円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

 該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数            12,212 千株 

１株当たり純資産額           249.63 円 

  

１株当たり当期純利益           12.05 円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(１株当たり当期純利益の算定上の基礎) 

損益計算書上の当期純利益          147 百万円 

普通株式に係る当期純利益          147 百万円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

 該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数            12,210 千株 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．その他 
 

（1）役員の異動 

(平成 21 年 6 月 23 日付予定) 

                              ※〔  〕内は平成 21 年 5 月 8日付現職 

    ①代表者の異動  

該当事項はありません。 

 

    ②その他の役員の異動 

    ・新任取締役候補 

 

      取締役堺事業所化成品工場長 

      兼商品開発研究室、品質保証・   にしむら かずゆき 

      安全衛生環境防災担当       西 村 和 之   〔現 理事堺事業所化成品工場長〕 

 

                      おか まさひこ 

      取締役油脂事業部長       岡 雅 彦    〔現 油脂事業部長〕 

 

                                       なかじま しげお  

      社外取締役            中 島 成 生   〔現 日清オイリオグループ㈱ 

執行役員エコリオ事業開発室長〕 
 

    ・退任予定取締役 

                                        

      常務取締役社長補佐、堺事業所長 

経営計画推進本部長兼品質保証・ ふなじ とくしち 

安全衛生環境防災担当      舩 路 徳 七  （当社常任顧問就任予定） 
 
                      もりい かつみ 

      取締役化成品事業部長      森 井 勝 美 

 
                                       ごきゅう けんじ  

      社外取締役            後 久 建 二 
 

（2）その他 

 

【生産、受注及び販売の状況】 

     （１）生産実績 

事業部門 
前事業年度 

（平成 19 年 4 月～平成 20 年 3月）

当事業年度 

（平成 20 年 4 月～平成 21 年 3月） 

油          脂                  15,225  屯                  10,532  屯 

化 成 品                         19,798  屯                  21,071  屯 

   

 （２）受注状況 

        受注生産は行っておりません。 

 

    (３) 販売状況 

     販売状況は「１．経営成績」に記載のとおりであります。 
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