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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 9,216 △7.1 349 17.2 356 17.4 203 38.4
21年3月期 9,923 11.1 298 34.0 303 36.8 147 21.1

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 ％ ％ ％

22年3月期 16.69 ― 6.5 6.3 3.8
21年3月期 12.05 ― 4.9 5.3 3.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 5,647 3,180 56.3 260.51
21年3月期 5,687 3,047 53.6 249.63

（参考） 自己資本   22年3月期  3,180百万円 21年3月期  3,047百万円

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

22年3月期 320 △114 △210 34
21年3月期 277 △74 △199 38

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
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00 73 49.8 2.4
22年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 48 24.0 1.5

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 4.00 4.00 20.3

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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

4,800 5.0 180 △7.0 180 △8.4 100 △16.9 8.19

通期 9,600 4.2 420 20.1 420 18.0 240 17.8 19.66
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(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14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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 12,222,080株 21年3月期 12,222,080株

② 期末自己株式数 22年3月期  15,004株 21年3月期  12,583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、一部で景気に底入れの兆しが見られ始めたものの、急激な為替変動やデフレ圧

力、設備投資の低迷、雇用環境にも厳しい状況が続くなど景気は先行き不透明な状況で推移しておりま

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、化成品部門が増加したものの、油脂部門は売上数量の減少及び油価の下

落により減少し、92億１千６百万円（前期比92.9%）となりました。 

 利益面では、化成品部門における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３億

４千９百万円（前期比 117.2%）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

億５千６百万円（前期比 117.4%）となり、当期純利益は２億３百万円（前期比 138.4%）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・小ロット精製から構成されて

います。 

精製受託は、前期と比べコーン油の受託量が増加したものの、菜種油の受託量が大幅に減少したこと

から、前期を下回りました。 

業務用斗缶販売は、昨年後半からの市場の冷えが続き販売価格が低調に推移するなか、新規販路を開

拓するなど拡販に努めましたが、パーム系斗缶の需要低下をカバーするには至らず、前期と比べて減少

しました。 

小瓶充填・小ロット精製は、自社オリーブ油や有機油の販売量が減少したものの、自社グレープシー

ドオイルや受託品の加工油脂などが増加したことで、ほぼ前期並みとなりました。 

以上の結果、油脂部門の売上高は、44億５千２百万円で、前期比 84.6％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。当期上半期においては新型インフルエンザの影響で外食産業の低迷があり、中性洗剤などの汎

用タイプの洗剤については、苦戦を強いられました。しかしながら、外食店、食品工場向けを中心とし

たアルコール製剤の特需により、前期と比べ大幅に増加しました。当期下半期においては、アルコール

製剤の販売にブレーキがかかり、また、外食産業の低迷も続き前期と比べ微増となりました。この結果

自社業務品の売上高は前期比 105.2％となりました。 

ＯＥＭは、新型インフルエンザの流行による手指用洗浄剤（医薬部外品）の受託量の増加、大手メー

カーの通販向け化粧水の受託、また、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

ー製品や量販店ＰＢ品の低価格品が台頭するなか、仕様変更などで差別化を図ることができ、受注量は

増加しました。この結果ＯＥＭの売上高は前期比 106.2％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。一方化学品関連商品は景気低迷の影響により大幅

に減少しましたが、業務用中性洗剤の再受託もあり、業務提携先ＯＥＭの売上高は前期比 100.3％とな

りました。 

以上の結果、化成品部門の売上高は、43億４千８百万円で、前期比 102.2％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微増し、当業務の売上高は前

期比 102.6%となりました。 

以上の結果、その他部門の売上高は４億１千５百万円で前期比 101.6%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 

（20．4～21．3） 

当    期 

（21．4～22．3） 

      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 

5,260 

％

53.0 

百万円

4,452 

％

48.3 

百万円 

△808 

％ 

△15.4 

化  成  品 4,253   42.9 4,348   47.2  94 2.2 

そ  の  他    409    4.1    415    4.5  6 1.6 

合      計 9,923  100.0 9,216  100.0 △707 △7.1 

 

（次期の見通し） 

今後のわが国経済は、一部で景気に底入れの兆しが見られ始めたものの、設備投資の持ち直しの遅れ、

デフレ圧力、雇用環境にも厳しい状況が続くなど、景気は引き続き不透明な状況で推移するものと思わ

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、油脂における業務用斗缶販売の拡充、化成品における自社業務品の拡充を進

め、また、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 96億円（前期比 4.2%増）、営業利益

は４億２千万円（前期比 20.1%増）、経常利益は４億２千万円（前期比 18.0%増）、当期純利益は２億４千

万円（前期比 17.8%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４千万円減少の56億４千７百万円となりました。たな卸資産など

が増加し流動資産合計は４千２百万円の増加となりましたが、減価償却が進んだことなどにより固定

資産合計は８千２百万円減少しました。また、買掛金などは増加しましたが、借入金の返済を進め、

負債合計は１億７千２百万円減少し24億６千６百万円となりました。一方、純資産につきましては、

当期純利益の増加などにより前期末に比べ１億３千２百万円増加し、31億８千万円となりました。 

 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、たな卸資産などが増加しましたが、税引前当

期純利益増加などにより３億２千万円の収入（前期は２億７千７百万円の収入）となりました。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１億１千 4百万円の支

出（前期は７千４百万円の支出）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２億１千万円の支出（前期は１億９千９百万円の支出）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、４百万円減少し、３千４百万円となりました。 

 

  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   277   320   43

投資活動によるキャッシュ・フロー     △74    △114    △39

財務活動によるキャッシュ・フロー   △199   △210  △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）       2      △4    △7

現金及び現金同等物の期末残高   38   34    △4
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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、１株４円として、第 200 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、業務用斗缶販売の拡充を図り、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進めます。 
化成品部門では、安定的な事業収益を生み出す事業構造への変革の取組みを進めます。 
①自社業務品においては、外食、食品工場等、末端志向型の販売強化。 
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研究開発では、外部機関と連携した除菌洗浄剤開発への着手。 

 さらに、効率的な経営体制構築のため本社・化成品工場の拠点統合の検討を行います。また、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、操業管理システムを活用し 
た業務改革を推進し、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：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 38,090 33,313

受取手形 52,061 32,296

売掛金 1,671,688 1,646,821

有価証券 839 835

商品及び製品 158,851 231,262

原材料及び貯蔵品 103,523 120,271

前払費用 5,168 5,354

繰延税金資産 40,531 44,508

その他 21,333 19,861

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 2,091,089 2,133,523

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 888,577 840,389

構築物（純額） 113,643 99,116

機械及び装置（純額） 287,427 240,563

工具、器具及び備品（純額） 10,479 13,562

土地 1,919,093 1,919,093

リース資産（純額） 53,561 44,186

建設仮勘定 14,338 2,625

有形固定資産合計 3,287,121 3,159,538

無形固定資産   

ソフトウエア 2,843 85,961

ソフトウエア仮勘定 28,602 －

リース資産 3,133 1,196

水道施設利用権 3,071 2,748

電話加入権 3,651 3,651

無形固定資産合計 41,302 93,557

投資その他の資産   

投資有価証券 101,741 106,291

繰延税金資産 157,670 145,538

敷金 5,890 5,590

その他 2,572 3,064

投資その他の資産合計 267,874 260,485

固定資産合計 3,596,298 3,513,581

資産合計 5,687,387 5,647,105
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 52,987 60,604

買掛金 924,509 956,012

短期借入金 389,813 289,321

1年内返済予定の長期借入金 5,000 －

リース債務 29,456 19,901

未払金 588,988 575,959

未払法人税等 99,509 71,942

未払消費税等 24,919 9,779

預り金 3,414 3,400

前受収益 600 600

賞与引当金 47,835 52,602

役員賞与引当金 6,043 3,993

その他 20,146 19,515

流動負債合計 2,193,222 2,063,633

固定負債   

リース債務 30,622 28,313

退職給付引当金 328,433 321,119

役員退職慰労引当金 78,010 44,510

長期預り保証金 9,253 9,403

固定負債合計 446,318 403,346

負債合計 2,639,541 2,466,980

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,299,104 1,299,104

資本剰余金   

資本準備金 1,165,353 1,165,353

資本剰余金合計 1,165,353 1,165,353

利益剰余金   

利益準備金 188,221 188,221

その他利益剰余金   

別途積立金 100,000 100,000

繰越利益剰余金 312,788 443,232

利益剰余金合計 601,009 731,453

自己株式 △4,390 △5,260

株主資本合計 3,061,076 3,190,651

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,229 △10,526

評価・換算差額等合計 △13,229 △10,526
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産合計 3,047,846 3,180,125

負債純資産合計 5,687,387 5,647,105
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(2)損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

売上高 9,923,829 9,216,610

売上原価   

製品期首たな卸高 168,492 158,851

当期商品仕入高 22,396 21,206

当期製品製造原価 8,696,313 7,958,391

合計 8,887,203 8,138,449

製品期末たな卸高 158,851 231,262

差引 8,728,351 7,907,187

他勘定振替高 4,648 4,162

他勘定受入高 13,791 14,967

売上原価合計 8,737,495 7,917,991

売上総利益 1,186,334 1,298,618

販売費及び一般管理費 887,965 948,853

営業利益 298,368 349,765

営業外収益   

受取利息 21 1

有価証券利息 3 1

受取配当金 5,050 3,183

仕入割引 5,160 3,934

受取地代家賃 － 1,851

その他 2,980 1,460

営業外収益合計 13,215 10,432

営業外費用   

支払利息 7,388 3,028

売上割引 940 940

その他 1 149

営業外費用合計 8,330 4,119

経常利益 303,253 356,078

特別利益   

貸倒引当金戻入額 673 －

特別利益合計 673 －

特別損失   

固定資産除却損 7,124 1,668

投資有価証券評価損 185 －

特別損失合計 7,310 1,668

税引前当期純利益 296,616 354,409

法人税、住民税及び事業税 157,401 144,400

法人税等調整額 △7,975 6,307

法人税等合計 149,426 150,707
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期純利益 147,189 203,701
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(3)株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,299,104 1,299,104

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,299,104 1,299,104

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,165,353 1,165,353

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,165,353 1,165,353

資本剰余金合計   

前期末残高 1,165,353 1,165,353

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,165,353 1,165,353

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 188,221 188,221

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 188,221 188,221

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 100,000 100,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 100,000 100,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 214,446 312,788

当期変動額   

剰余金の配当 △48,848 △73,256

当期純利益 147,189 203,701

当期変動額合計 98,341 130,444

当期末残高 312,788 443,232

利益剰余金合計   

前期末残高 502,667 601,009

当期変動額   

剰余金の配当 △48,848 △73,256
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期純利益 147,189 203,701

当期変動額合計 98,341 130,444

当期末残高 601,009 731,453

自己株式   

前期末残高 △3,561 △4,390

当期変動額   

自己株式の取得 △829 △869

当期変動額合計 △829 △869

当期末残高 △4,390 △5,260

株主資本合計   

前期末残高 2,963,563 3,061,076

当期変動額   

剰余金の配当 △48,848 △73,256

当期純利益 147,189 203,701

自己株式の取得 △829 △869

当期変動額合計 97,512 129,575

当期末残高 3,061,076 3,190,651

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 16,053 △13,229

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29,283 2,703

当期変動額合計 △29,283 2,703

当期末残高 △13,229 △10,526

評価・換算差額等合計   

前期末残高 16,053 △13,229

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29,283 2,703

当期変動額合計 △29,283 2,703

当期末残高 △13,229 △10,526

純資産合計   

前期末残高 2,979,617 3,047,846

当期変動額   

剰余金の配当 △48,848 △73,256

当期純利益 147,189 203,701

自己株式の取得 △829 △869

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29,283 2,703

当期変動額合計 68,229 132,278

当期末残高 3,047,846 3,180,125
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(4)キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 296,616 354,409

減価償却費 215,960 186,970

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,866 △7,313

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,850 △33,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,411 4,767

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △120 △2,050

貸倒引当金の増減額（△は減少） △900 －

受取利息及び受取配当金 △5,075 △3,185

支払利息 7,388 3,028

固定資産除却損 7,124 1,668

投資有価証券評価損益（△は益） 185 －

売上債権の増減額（△は増加） 20,940 44,632

たな卸資産の増減額（△は増加） 26,094 △89,158

その他の資産の増減額（△は増加） 1,892 △160

仕入債務の増減額（△は減少） △203,781 41,965

その他の負債の増減額（△は減少） 31,854 △7,021

小計 462,309 495,053

利息及び配当金の受取額 5,075 3,185

利息の支払額 △6,209 △3,010

法人税等の支払額 △184,089 △174,788

営業活動によるキャッシュ・フロー 277,085 320,440

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 △52,936 △39,458

無形固定資産の取得による支出 △18,440 △74,926

投資有価証券の取得による支出 △800 －

その他 △2,592 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,768 △114,384

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） 213,166 △100,491

長期借入金の返済による支出 △320,000 △5,000

リース債務の返済による支出 △42,692 △31,063

配当金の支払額 △49,063 △73,412

自己株式の純増減額（△は増加） △829 △869

財務活動によるキャッシュ・フロー △199,418 △210,837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,898 △4,781

現金及び現金同等物の期首残高 36,032 38,930

現金及び現金同等物の期末残高 38,930 34,148
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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）重要な会計方針の変更 

 

   表示方法の変更 

 

前事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成21年４月１日 

至 平成22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。 

 

 

 

 

 

 

 

（損益計算書） 

 前事業年度において営業外収入の「その他」に含めて

いた「受取地代家賃」は、営業外収益総額の100分の10

を超えたため、当事業年度においては区分掲記すること

としました。なお、前事業年度の営業外収益の「その他」

に含まれる「受取地代家賃」は1,251千円であります。 

 

 

（７）財務諸表に関する注記事項 
 

（持分法投資損益等） 

   該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

 

前事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

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        147,189 千円 

普通株式に係る当期純利益        147,189 千円 

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 

１株当たり純資産額           260.51 円 

  

１株当たり当期純利益           16.69 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        203,701 千円 

普通株式に係る当期純利益        203,701 千円 

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            12,208 千株 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

    リース取引、金融商品、有価証券、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付、賃貸等不動産につきまして 

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。 

    また、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等につきましては、該当事項がありません。 
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５．その他 
 

（1）役員の異動 

(平成 22 年６月 22 日付予定) 

                              ※〔  〕内は平成 22 年５月７日付現職 

    ①代表者の異動  

・新任代表取締役候補 

      にのみや よしはる 

   取締役社長        二ノ宮  義 治 〔現 日清オイリオグループ㈱ 

取締役 常務執行役員 生産管掌、財務・経理 担当〕 

 

・退任予定代表取締役 

   いわさき けんいち 

取締役社長             岩 崎 健 一 （当社 取締役相談役に就任予定） 

 

    （注）本日「代表取締役の異動に関するお知らせ」として開示しております。 

 

    ②その他の役員の異動 

    ・新任監査役候補 

   しゅくや よしふみ 

       社外監査役        宿 谷 宜 史  〔現 明和産業㈱専務取締役〕 
 

    ・退任予定監査役 

   にしざき きょうじ 

       社外監査役        西 崎 恭 司 
 
 

（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 20 年 4 月～平成 21 年 3月）

当事業年度 

（平成 21 年 4 月～平成 22 年 3月） 

油          脂                  10,532  屯                   9,929  屯 

化 成 品                         21,071  屯                  24,211  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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