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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 2,114 △1.4 509 24.4 518 24.4 301 22.9
21年3月期第1四半期 2,145 2.1 409 88.0 416 86.9 245 85.1

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

22年3月期第1四半期 62.78 ―

21年3月期第1四半期 51.07 ―

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

22年3月期第1四半期 11,000 9,760 88.7 2,034.21
21年3月期 10,947 9,552 87.3 1,990.87

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,760百万円 21年3月期  9,552百万円

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

21年3月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 20.00 30.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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  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

第2四半期 
連結累計期間

3,900 △6.2 470 △15.6 480 △16.1 285 △15.7 59.40

通期 7,500 △3.8 780 △4.0 800 △1.6 475 1.0 99.00
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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) 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、４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、４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 

１．平成21年５月８日発表の連結業績予想は、修正しておりません。 
２．上記の予想は、当社が本資料の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り予想数値と
異なる 
  可能性があります。業績予想のご利用に当たっての注意事項については、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。 

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） 22年3月期第1四半期 4,800,000株 21年3月期  4,800,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,848株 21年3月期  1,848株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 4,798,152株 21年3月期第1四半期 4,798,549株

－　2　－



当第1四半期におけるわが国経済は、輸出の下げ止まりや在庫調整の進展に伴う鉱工業生産の増加など一部に回復

局面が見られるものの、個人消費、雇用情勢は一段と厳しさを増しており企業収益の悪化の中で景気停滞の厳しい

状況が続きました。 

当社グループへの影響では、特に住宅、工場等の建設工事および電気、自動車部品製造等への商品販売に厳しい

局面が現れました。この結果、当第１四半期の売上高は、2,114百万円（前年同期比1.4％減）となりました。 

当第１四半期の各セグメント別の概況は次のとおりであります。 

化学品事業：温度管理用示温材は一部商品において関連業界の稼動率低下の影響を受け売上高は減少しました。一

方、滅菌カード・滅菌バッグは、厳しい状況下ではありましたが前年並みを確保しました。 

建設資材では、トンネル掘削用補助資材は九州地区の工事の中断がありましたが東北地区向けは順調

に推移し売上高は増加しました。無機系固着材は前年並みに留まりました。電設工具類は住宅・工場

建設等の大幅減少のあおりを受け売上高は減少しました。 

化工材では、焼尽材で第3四半期以降からの繰上げ納入があり売上高は増加しました。一方、インク噴

射器用ガス発生剤は出荷が無く、売上高は減少しました。 

この結果、化学品事業の売上高は、1,651百万円（前年同期比1.3％増）となりました。 

火工品事業：宇宙観測用火工品は前年並みの出荷となりましたが、防衛用火工品は納期繰り下がりが発生し売上高

は大幅な減少となりました。 

この結果、火工品事業の売上高は、343百万円（前年同期比10.7％減）となりました。 

機器類事業：電設器材は前年には及びませんでしたが、計画通り順調に推移しました。また、海洋機器につきまし

ても前年並みの成果を挙げました。        

この結果、機器類事業の売上高は、119百万円（前年同期比8.4％減）となりました。 

製造原価は、原価低減に努めて予定通りの推移となりました。販売費および一般管理費は効率的経費活用に努め

た結果、経費低減を図ることができました。以上の結果、営業利益は509百万円（前年同期比24.4％増）、経常利益

は518百万円（前年同期比24.4％増）、四半期純利益は301百万円（前年同期比22.9％増）となりました。 

  

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比較して53百万円増加し11,000百万円となりまし

た。 

  これは、親会社のキャッシュ・マネジメント・システムへの預け金が691百万円減少しましたが、売上債権が560

百万円増加し、また棚卸資産が30百万円、その他流動資産が66百万円、無機系固着材の製造設備の建設等により有

形固定資産が96百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

 負債は買掛金並びに賞与引当金の減少等により前連結会計年度末より154百万円減少して1,240百万円となりまし

た。 

 純資産は前連結会計年度末より207百万円増加して9,760百万円となりました。 

 これは、四半期純利益により301百万円増加しましたが、配当金の支払いにより95百万円減少したこと等によるも

のであります。 

 当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末より793百万円減少

し451百万円の資金支出となりました。主な増加項目は税金等調整前四半期純利益521百万円、主な減少項目は、売

上債権の増加560百万円、賞与引当金の減少120百万円、法人税等の支払額239百万円等によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末より3,741百万円減少し158百万円の資金支出となりま

した。これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出等によるものであります。なお、前連結会計年度の貸付

による支出並びに貸付金の回収による収入は主に親会社が運営していたキャッシュ・プーリング・システムへの余

剰資金の貸付並びに回収等によるもので、キャッシュ・マネジメント・システムに変更となったことにより現金及

び現金同等物としております。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末より53百万円増加し、90百万円の資金支出となりまし

た。これは配当金の支出によるものであります。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より700百 

万円減少し、3,719百万円となりました。 

   

今後の見通しにつきましては、国内外の経済動向は引き続き厳しい状況が続くものと思われますが、お客様の要

望に迅速に対応し、信頼をいただきながら業容の拡大を図って行くという年度方針に従って事業運営を進めます。

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

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
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その中で商品の高付加価値化、コストの低減、品質保証の徹底、安全と内部統制の充実に取組んでまいります。 

今後より一層の拡大を目指す建設資材、海洋機器事業には、さらに経営資源を投入して市場の要望に応えてまい

ります。 

このような経営努力を踏まえ、当連結会計年度の業績予想は、平成21年3月期決算短信（平成21年5月8日付）で公

表した連結業績予想からの変更はありません。 

  

ご参考 平成22年3月期連結業績予想（平成21年3月期決算短信（平成21年5月８日公表)) 

  

     該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理 

１）一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

２）棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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によっております。また、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。 

３）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 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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、前連結会計年度決算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 

１）税金費用の計算 

税金費用については、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。 

   

(会計処理基準に関する事項の変更）  

① 工事契約に関する会計基準等の適用 

 工事契約に該当する機械装置の請負に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりま

したが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用

し、当第１四半期連結会計期間に着手した請負契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について

成果の確実性が認められる請負については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の請

負については工事完成基準を適用しております。 

 なお、当第１四半期連結会計期間においては、該当する請負契約が無かったため、これによる影響はありませ

ん。 

② 四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

前連結会計年度の第４四半期連結会計期間より日油㈱グループでキャッシュ・マネージメント・システム（Ｃ

ＭＳ）を導入したことによりＣＭＳ預け金を、資金の範囲に含めており、前第１四半期連結累計期間と当第１四

  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 
 3,900      470   480   285    59  40 

通期  7,500      780     800  475   99  00 

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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半期連結累計期間で資金の範囲が異なっております。なお、ＣＭＳ預け金とは、グループ全体での資金運用、

調達を行うため、日油㈱に預託しており、当第１四半期連結累計期間末残高は3,579,414千円であります。 

  

(表示方法の変更） 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

① 前第１四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示

しておりました「賞与引当金の増減額」（前第１四半期連結累計期間 △128,847千円）、「退職給付引当金の増

減額」（前第１四半期連結累計期間 4,042千円）、「役員退職慰労引当金の増減額」（前第１四半期連結会計期

間 3,420千円）、「その他の資産の増減額」（前第１四半期連結累計期間 32,741千円）、「未払消費税等の増

減額」（前第１四半期連結累計期間 29,322千円）及び「その他の負債の増減額」（前第１四半期連結累計期間 

107,449千円）は内容を明瞭に表示するため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記しております。 

② 前第１四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示

しておりました「無形固定資産の取得による支出」（前第１四半期連結累計期間 8,590千円）は内容を明瞭に表

示するため、当第１四半期連結累計期間より「有形及び無形固定資産の取得による支出」に含めて表示しており

ます。 

  なお、当第１四半期連結累計期間における「無形固定資産の取得による支出」の金額は1,200千円でありま

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：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 140,554 149,615 

受取手形及び売掛金 3,294,143 2,734,120 

商品及び製品 1,245,043 1,031,154 

仕掛品 420,106 552,023 

原材料及び貯蔵品 573,991 625,179 

預け金 3,579,414 4,270,905 

繰延税金資産 149,196 149,018 

その他 182,399 116,005 

貸倒引当金 △11,607 △11,700 

流動資産合計 9,573,243 9,616,321 

固定資産   

有形固定資産 1,174,405 1,078,375 

無形固定資産 15,600 16,481 

投資その他の資産   

投資有価証券 117,303 113,242 

長期貸付金 6,450 8,050 

繰延税金資産 57,335 59,183 

その他 68,245 69,867 

貸倒引当金 △11,931 △14,170 

投資その他の資産合計 237,401 236,172 

固定資産合計 1,427,408 1,331,029 

資産合計 11,000,651 10,947,350 

負債の部   

流動負債   

買掛金 386,686 451,023 

賞与引当金 119,287 239,404 

未払法人税等 200,725 224,610 

その他 313,207 265,708 

流動負債合計 1,019,906 1,180,747 

固定負債   

退職給付引当金 130,921 127,267 

役員退職慰労引当金 29,633 27,116 

その他 59,740 59,740 

固定負債合計 220,295 214,123 

負債合計 1,240,202 1,394,871 

日油技研工業㈱　（4961）　平成22年３月期　第１四半期決算短信

－　6　－



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,478,000 1,478,000 

資本剰余金 1,131,520 1,131,520 

利益剰余金 7,155,163 6,949,916 

自己株式 △2,104 △2,104 

株主資本合計 9,762,578 9,557,331 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,129 △4,851 

評価・換算差額等合計 △2,129 △4,851 

純資産合計 9,760,448 9,552,479 

負債純資産合計 11,000,651 10,947,350 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,145,299 2,114,523 

売上原価 1,368,833 1,260,212 

売上総利益 776,465 854,311 

販売費及び一般管理費 367,232 345,271 

営業利益 409,232 509,039 

営業外収益   

受取利息 4,728 3,844 

受取配当金 2,517 2,492 

為替差益 － 1,952 

その他 2,250 1,602 

営業外収益合計 9,496 9,892 

営業外費用   

為替差損 1,672 － 

その他 65 － 

営業外費用合計 1,737 － 

経常利益 416,991 518,931 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,331 

特別利益合計 － 2,331 

特別損失   

投資有価証券評価損 2,265 － 

特別損失合計 2,265 － 

税金等調整前四半期純利益 414,726 521,263 

法人税等 169,643 220,053 

四半期純利益 245,082 301,209 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 414,726 521,263 

減価償却費 46,724 50,301 

賞与引当金の増減額（△は減少） － △120,117 

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 3,654 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 2,517 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39 △2,331 

受取利息及び受取配当金 △7,245 △6,337 

為替差損益（△は益） 1,691 △602 

売上債権の増減額（△は増加） △742,500 △560,022 

たな卸資産の増減額（△は増加） 106,015 △30,783 

その他の資産の増減額（△は増加） － △69,799 

仕入債務の増減額（△は減少） 88,050 △65,340 

未払消費税等の増減額（△は減少） － 17,192 

その他の負債の増減額（△は減少） － 36,700 

その他 50,393 － 

小計 △42,105 △223,705 

利息及び配当金の受取額 11,732 11,363 

法人税等の支払額 △174,098 △239,462 

営業活動によるキャッシュ・フロー △204,471 △451,804 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 － △160,773 

有形固定資産の取得による支出 △21,168 － 

投資有価証券の取得による支出 △29 △29 

貸付けによる支出 △400,000 － 

貸付金の回収による収入 701,150 1,600 

その他 △8,410 540 

投資活動によるキャッシュ・フロー 271,541 △158,663 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △667 － 

配当金の支払額 △89,468 △90,684 

財務活動によるキャッシュ・フロー △90,136 △90,684 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,691 602 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,758 △700,550 

現金及び現金同等物の期首残高 647,704 4,420,520 

現金及び現金同等物の四半期末残高 622,946 3,719,969 
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の種類・性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．会計方針の変更 

前第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） 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」３．（1）に記載のとおり、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）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間の営

業利益が、化学品事業で2,280千円、火工品事業で2,205千円、機器類事業で2,582千円それぞれ減少してお

ります。 

４．追加情報 

前第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） 

「追加情報」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より機械装置についての耐用年数を変更してお

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、当第１四半期連結会計期間の営業利益

が、化学品事業が57千円、火工品事業は210千円、機器類事業は51千円それぞれ減少しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

ａ.〔事業の種類別セグメント情報〕

  
化学品事業 
（千円） 

火工品事業 
（千円） 

機器類事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  1,630,067  384,304  130,926  2,145,299  －  2,145,299

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

 計  1,630,067  384,304  130,926  2,145,299  －  2,145,299

営業利益  316,807  75,987  16,437  409,232  －  409,232

  
化学品事業 
（千円） 

火工品事業 
（千円） 

機器類事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  1,651,296  343,313  119,914  2,114,523  －  2,114,523

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

 計  1,651,296  343,313  119,914  2,114,523  －  2,114,523

営業利益  423,381  58,432  27,224  509,039  －  509,039

事業区分 主要製品 

化学品 

温度管理用示温材 

医療滅菌用資材 

建設資材 

化工材 

火工品 ロケット用火工品 

機器類 
電設器材 

海洋機器 
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 前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30日）  

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 該当事項はありません。 

   

ｂ.〔所在地別セグメント情報〕

ｃ.〔海外売上高〕

（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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