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

22年3月期第3四半期 102,524 △13.2 3,797 △29.0 4,353 △21.9 2,516 △25.1
21年3月期第3四半期 118,059 ― 5,346 ― 5,576 ― 3,360 ―

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3四半期 13.13 ―
21年3月期第3四半期 17.16 17.16

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3四半期 164,389 88,828 51.7 443.53
21年3月期 162,550 86,056 50.6 429.21

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  85,009百万円 21年3月期  82,276百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00
22年3月期 ― 4.00 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 9.00

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 142,000 △5.5 4,500 24.2 5,000 18.0 2,600 9.2 13.57



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）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、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。 

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3四半期 196,682,752株 21年3月期  196,682,752株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  5,018,267株 21年3月期  4,988,857株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 191,678,943株 21年3月期第3四半期 195,846,251株



 当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日までの９ヶ月間）におけるわが国経済は、世

界経済の急激な悪化の影響を依然として受けながらも、輸出や国内生産の一部に持ち直しの動きが見られました。年

後半は個人消費にも持ち直しの動きがみられたものの、企業収益が大幅に減少するとともに雇用情勢が悪化するな

ど、先行き不透明な状況で推移しました。当社グループを取り巻く事業環境についても、需要は未だ本格回復には至

っておらず、全般に厳しい状況にありました。 

 このような事業環境下において、当社グループは事業基盤をさらに強化するため「２０１０中期経営計画」の基本

方針に則り、収益力改善のための各種施策に取り組んでまいりましたが、売上高は１０２,５２４百万円と前年同期

に比べ１３.２％の減収、また、営業利益は３,７９７百万円と前年同期に比べ２９.０％の減益、経常利益は４,３５

３百万円と前年同期に比べ２１.９％の減益、当四半期純利益は２,５１６百万円と前年同期比２５.１％の減益とな

りました。 

 当第３四半期における各事業セグメントの概況は以下のとおりです。 

①油脂製品事業 

 油脂製品事業セグメントの売上高は、４５,２０４百万円と前年同期に比べ１２.１％の減収となりましたが、石化

原燃料や天然油脂原料の価格変動の中で、更なる生産コストの低減に努めた結果、営業利益は前年同期に比べ８９３

百万円増の９８４百万円となりました。 

 脂肪酸誘導体では、家電・自動車関連向け高機能潤滑油やトナー用ワックスを中心に売上数量は回復しつつあるも

のの、前年同期の水準までには至らず売上高は減少しました。界面活性剤では、化粧品・トイレタリー分野への出荷

は堅調に推移したものの、工業分野の需要減退などにより売上高は減少しました。 

 食用加工油脂は、拡販に努めたものの、消費者の低価格志向の影響を受けた一部製品価格の下落のため、また、機

能食品関連製品は、医療栄養食および健康関連製品の出荷が前年同期を下回ったため、いずれも売上高は減少しまし

た。 

②化成製品事業 

 化成製品事業セグメントの売上高は、３５,３８５百万円と前年同期に比べ２０.０％の減収、営業利益は１,９７

７百万円と前年同期に比べ５０.１％の減益となりました。 

 有機過酸化物は、主な需要分野である合成樹脂関連などでの需要減により売上高は減少しました。 

 エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導体は、中国向け輸出関連が下支えとなったことに加え、国内在庫

調整の一巡により、需要は回復しつつあるものの、前年同期の水準までには至らず売上高は減少しました。 

 生体適合素材であるＭＰＣ関連製品は、化粧品分野向けの出荷が伸び悩んだものの、手指消毒剤を中心とする医

薬・衛生分野での販売が好調であり、売上高は増加しました。 

 ＤＤＳ医薬用製剤原料については、欧米創薬メーカー向けの原薬修飾用ポリエチレングリコール誘導体の需要が低

調であったものの、医薬用可溶化剤の出荷が好調に推移したため、売上高は増加しました。 

 機能性フィルムおよび電子材料は、薄型大画面テレビの需要が回復してきたものの前年同期の水準までには至ら

ず、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、世界的な自動車生産台数の減少により、主な需要分野である自動車部品業

界の需要が大幅に減少したため、売上高は減少しました。 

③火薬・加工品事業 

 火薬・加工品事業セグメントの売上高は、２１,１７２百万円と前年同期に比べ２.０％の減収、営業利益は８０３

百万円と前年同期に比べ３６.４％の減益となりました。 

 産業用爆薬類は、土木工事の着工が堅調であったため、売上高は前年同期並みとなりました。 

 ロケット関連製品は、出荷が順調であり、売上高は増加しました。 

 防衛関連製品は、防衛予算の縮減傾向を受けて出荷減となり、売上高は減少しました。 

 自動車用安全部品は、自動車業界の生産台数減少により需要が減少したため、売上高は減少しました。 

④その他の事業 

 その他事業セグメントは、運送事業および不動産事業から構成されておりますが、出荷量の大幅な落ち込みなどに

より、その売上高は７６１百万円と前年同期に比べ７.０％の減収、営業利益は２６百万円と前年同期に比べ３７.

０％の増益となりました。 

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



当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べ１,８３９百万円増加し、１６４,３８９百万円となりまし

た。 

資産の増減の主な内容は、売上債権の増加３,１７７百万円、投資有価証券の四半期末時価評価等による増加３,２

０３百万円、棚卸資産の減少１,４１４百万円、有形固定資産の減少１,８３１百万円等であります。 

負債は、前期末に比べ９３２百万円減少しました。その主な内容は、有利子負債の減少６,６０６百万円、買入債

務の増加３,１５４百万円、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１,３１０百万円

などであります。 

純資産は、前期末に比べ、２,７７１百万円増加しました。その主な内容は、当第３四半期累計純利益２,５１６百

万円、その他有価証券評価差額金の増加１,８９５百万円であり、配当による減少１,９１６百万円等であります。 

   

 近の業績動向等を踏まえ、昨年５月８日に公表いたしました平成22年３月期の通期連結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22年２月４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、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  

  

  当該事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  一般債権の貸倒見積高の算定については、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、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使 

用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

２．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。 

  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。 

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。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果とな 

る会社については、法定実効税率を使用して計算した金額を計上しております。 

 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。 

  

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）を第１四半期連結 

会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した請負契約から、当第３四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。 

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

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



  なお、当第３四半期連結累計期間においては、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在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更 

  在外連結子会社の収益及び費用は、従来、当該子会社の決算日の直物為替相場により換算しておりました

が、第１四半期連結会計期間より期中平均為替相場により換算する方法に変更しております。この変更は、

近時における在外子会社の収益・費用の拡大及び 近における短期的な為替相場変動幅の大きさに鑑み、期

中平均為替相場による換算方法を採ることによって、在外子会社における短期的な為替相場変動の影響を排

除し期間損益をより適正に表示するために行ったものであります。この変更に伴い当第３四半期累計期間の

売上高は179百万円増加し、営業利益は53百万円の減少、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞ 

れ53百万円減少しております。  

  



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,792 5,184

受取手形及び売掛金 31,518 28,341

商品及び製品 16,869 20,325

仕掛品 4,475 3,066

原材料及び貯蔵品 8,332 7,698

その他 4,050 4,411

貸倒引当金 △110 △99

流動資産合計 69,927 68,928

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 22,524 22,934

土地 19,293 19,256

その他（純額） 17,507 18,965

有形固定資産合計 59,325 61,156

無形固定資産   

その他 2,039 2,139

無形固定資産合計 2,039 2,139

投資その他の資産   

投資有価証券 24,443 21,239

その他 8,767 9,209

貸倒引当金 △113 △123

投資その他の資産合計 33,097 30,325

固定資産合計 94,462 93,621

資産合計 164,389 162,550

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,928 17,773

短期借入金 13,588 19,820

1年内返済予定の長期借入金 1,440 5,445

未払法人税等 1,285 501

賞与引当金 1,341 2,228

その他 10,865 9,680

流動負債合計 49,450 55,450

固定負債   

長期借入金 12,992 9,360

退職給付引当金 3,783 3,729

その他 9,335 7,952

固定負債合計 26,110 21,042

負債合計 75,561 76,493



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21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 50,408 49,809

自己株式 △2,138 △2,127

株主資本合計 81,125 80,537

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,019 3,124

為替換算調整勘定 △1,134 △1,385

評価・換算差額等合計 3,884 1,739

少数株主持分 3,818 3,780

純資産合計 88,828 86,056

負債純資産合計 164,389 162,550



（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 118,059 102,524

売上原価 90,673 77,969

売上総利益 27,385 24,554

販売費及び一般管理費 22,038 20,757

営業利益 5,346 3,797

営業外収益   

受取利息 67 32

受取配当金 605 514

その他 675 716

営業外収益合計 1,349 1,263

営業外費用   

支払利息 334 259

為替差損 431 95

その他 353 352

営業外費用合計 1,119 707

経常利益 5,576 4,353

特別利益   

固定資産売却益 1,214 56

関係会社清算益 － 28

その他 6 2

特別利益合計 1,221 87

特別損失   

固定資産除却損 － 46

投資有価証券売却損 76 －

投資有価証券評価損 1,116 64

その他 87 1

特別損失合計 1,279 113

税金等調整前四半期純利益 5,518 4,327

法人税等 1,983 1,636

少数株主利益 174 173

四半期純利益 3,360 2,516



 該当事項はありません。 

  

   

                                                                                     

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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  

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21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 45,204 35,385  21,172 761 102,524 － 102,524 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
196 1,906 18 5,132 7,253 (7,253) － 

計 45,401 37,292 21,190 5,893 109,777 (7,253) 102,524 

営業利益 984 1,977 803 26 3,791 5 3,797  



  

  

  

  

 該当事項はありません。  

〔所在地別セグメント情報〕

  
前第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 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21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 95,069 7,454 102,524 － 102,524 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2,098 143 2,241 (2,241) － 

計 97,167 7,597 104,765 (2,241) 102,524 

営業利益(又は営業損失△) 4,056 △317 3,739 57 3,797 

〔海外売上高〕

  
前第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 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

  その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 15,456 15,456 

Ⅱ 連結売上高（百万円）      102,524 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
    15.1     15.1 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

日油株式会社愛知事業所武豊工場における事故について  

 平成21年11月４日に発生いたしました当社愛知事業所武豊工場（愛知県知多郡武豊町）点火薬製造工室における発

火事故により、社員１名を亡くしました。あらためて、事故でお亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするととも

に、ご遺族の方々に心よりお悔やみとお詫びを申し上げます。また、地域の方々をはじめとする多くの関係各位に多

大なるご心配をおかけいたしました。現在、安全管理の更なる徹底を図り、操業の安全確保に万全を尽くし信頼の回

復に努めております。 

  

６．その他の情報
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