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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 35,957 0.4 3,497 30.9 3,989 33.7 2,424 39.9
23年3月期第1四半期 35,805 19.2 2,671 ― 2,983 607.5 1,732 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 2,093百万円 （413.8％） 23年3月期第1四半期 407百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 12.86 ―
23年3月期第1四半期 9.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 157,209 90,309 57.1
23年3月期 155,321 89,172 57.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  89,730百万円 23年3月期  88,584百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
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

23年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 4.00 ― 5.00 9.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 76,000 1.0 4,100 △26.9 4,500 △25.1 2,700 △32.6 14.32
通期 155,000 0.6 9,300 △12.0 10,000 △11.0 6,200 △10.0 32.89



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビューは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料 
3ページの「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 191,682,752 株 23年3月期 191,682,752 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,197,232 株 23年3月期 3,193,084 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 188,487,706 株 23年3月期1Q 190,057,872 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期（平成23年４月１日から平成23年６月30日までの３ヶ月間）のわが国経済は、東日本大震災によ

る甚大な被害とともにサプライチェーン寸断の影響から生産や輸出が大幅に減少し、先行き不透明な状況で推移い

たしました。 

当期における当社グループを取り巻く事業環境は、海外市場については、中国をはじめとするアジア地域の堅

調な需要に加え、米国および欧州における需要も回復してまいりました。国内市場については、震災によるサプラ

イチェーン寸断の影響を受けたものの、復興に向けて需要は回復基調にあり、夏場の電力不足に備えた前倒し需要

などもみられました。 

このような事業環境下において、当社グループは、当事業年度を初年度とする３ヵ年の「２０１３中期経営計

画」をスタートさせ、収益力強化のための各種施策を実行するとともに、震災による業績への影響を 小限にとど

めるよう経営努力を重ねました。 

また、グローバル展開のための基盤整備として本年２月に中国上海市に設立した販売子会社である日油（上

海）商貿有限公司は、５月から営業を開始いたしました。 

これらの結果、売上高は、３５,９５７百万円と前年同期比０.４％の増収となりました。利益面では、たな卸

資産評価益の計上などにより、営業利益は、３,４９７百万円と前年同期比３０.９％の増益、経常利益は、３,９

８９百万円と前年同期比３３.７％の増益、四半期純利益は、２,４２４百万円と前年同期比３９.９％の増益とな

りました。 

  

①機能化学品事業 

 機能化学品事業では、原燃料価格の高騰が続く中、適正価格での販売と高付加価値製品の拡販に努めました。ア

ジアを中心とする海外市場の堅調さに加え、国内では生活関連分野の需要が好調で、震災の影響は限定的でした。

 脂肪酸誘導体は、アジア向けを中心に需要が好調に推移したことにより、また界面活性剤は、トイレタリー原料

用の需要が旺盛であったことにより、前年同期に比べそれぞれ売上高は増加しました。エチレンオキサイド・プロ

ピレンオキサイド誘導体は、堅調な需要に加え、化粧品および医薬原料向けの拡販に注力したことにより、売上高

は増加しました。 

 有機過酸化物、機能性フィルム、電子材料および特殊防錆処理剤・防錆加工は、主に自動車・家電分野におい

て、震災の影響により一部ユーザーの需要が減少したため、売上高は減少しました。 

 これらの結果、機能化学品事業の売上高は、２４,５１７百万円（前年同期比０.９％増）、営業利益は、２,５

４３百万円（同１６.１％増）となりました。 

  

②ライフサイエンス事業 

 ライフサイエンス事業では、海外の新市場開拓に注力するとともに、国内外において高付加価値製品の拡販に努

めました。 

 食用加工油脂は、製パン用機能性油脂の拡販により、また機能食品関連製品は、新規製品の拡販により、前年同

期に比べそれぞれ売上高は増加しました。 

 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、化粧品分野およ

び医療関連分野への拡販に努め、売上高は増加しました。 

 ＤＤＳ（ドラッグ・デリバリー・システム：薬物送達システム）医薬用製剤原料は、欧米大口需要家向けの出荷

が７月以降へずれ込んだことにより、売上高は減少しました。 

 これらの結果、ライフサイエンス事業の売上高は、５,８８１百万円（前年同期比０.６％増）となりましたが、

食用油脂原料価格の高騰に加えて、医薬用製剤原料の売上高減少の影響により、営業利益は、５７４百万円（同２

０.２％減）となりました。 

  

③化薬事業 

 ロケット関連製品は、宇宙ロケットの打ち上げ計画通り納入し、前年同期に比べ売上高は増加しました。 

 産業用爆薬類は、公共事業投資の減少により土木分野の需要が低迷したため、売上高は減少しました。 

 防衛関連製品は、売上高は前年同期並みとなりました。 

 これらの結果、化薬事業の売上高は、５,１５３百万円（前年同期比１.１％減）となりましたが、不採算品の見

直しとコスト削減の効果もあって、営業利益は５２３百万円（同６４３百万円増）となりました。 

  

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、４０４百万円（前年同

期比９.１％減）、営業利益は、５３百万円（同２８.４％増）となりました。 

１．当四半期決算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 

当第１四半期末の総資産は、前期末に比べ１,８８８百万円増加し、１５７,２０９百万円となりました。 

資産の増減の主な内容は、棚卸資産の増加３,８７６百万円、売上債権の減少１,３６２百万円、投資有価証券の

四半期末時価評価等による減少１,０９８百万円等であります。 

負債は、前期末に比べ７５０百万円増加しました。負債の増減の主な内容は、買入債務の増加１,０２４百万

円、有利子負債の増加１,５３２百万円、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）の減少４

４８百万円、法人税等の納付による未払法人税等の減少１,４８０百万円等であります。 

純資産は、前期末に比べ、１,１３７百万円増加しました。純資産の増減の主な内容は、当第１四半期累計純利

益２,４２４百万円、その他有価証券評価差額金の減少６４８百万円、配当による減少９４２百万円等によるもの

です。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月10日の決算発表時に公表いたし

ました内容と変更はありません。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可能性があります。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

(税金費用の計算)  

  税金費用については、主として当第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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,714 6,743

受取手形及び売掛金 30,089 28,726

商品及び製品 16,119 18,028

仕掛品 3,657 4,812

原材料及び貯蔵品 7,690 8,502

その他 4,652 5,105

貸倒引当金 △192 △187

流動資産合計 68,731 71,732

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,610 21,392

土地 19,606 19,626

その他（純額） 13,876 14,154

有形固定資産合計 55,093 55,173

無形固定資産   

その他 1,131 1,035

無形固定資産合計 1,131 1,035

投資その他の資産   

投資有価証券 22,584 21,485

その他 7,986 7,987

貸倒引当金 △206 △204

投資その他の資産合計 30,364 29,267

固定資産合計 86,589 85,476

資産合計 155,321 157,209

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,807 21,832

短期借入金 5,953 7,562

1年内返済予定の長期借入金 4,743 4,743

未払法人税等 2,965 1,485

賞与引当金 2,742 1,557

その他 9,109 10,424

流動負債合計 46,322 47,606

固定負債   

長期借入金 8,102 8,022

退職給付引当金 3,917 3,827

その他 7,805 7,442

固定負債合計 19,825 19,293

負債合計 66,148 66,899



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30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 54,129 55,611

自己株式 △1,310 △1,312

株主資本合計 85,673 87,154

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,588 3,939

為替換算調整勘定 △1,677 △1,363

その他の包括利益累計額合計 2,910 2,576

少数株主持分 588 579

純資産合計 89,172 90,309

負債純資産合計 155,321 157,209



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 35,805 35,957

売上原価 26,103 25,620

売上総利益 9,702 10,336

販売費及び一般管理費 7,030 6,838

営業利益 2,671 3,497

営業外収益   

受取利息 10 14

受取配当金 359 364

その他 218 289

営業外収益合計 588 669

営業外費用   

支払利息 61 55

その他 215 121

営業外費用合計 276 177

経常利益 2,983 3,989

特別利益   

貸倒引当金戻入額 21 －

固定資産売却益 0 0

その他 － 0

特別利益合計 21 0

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 88 －

固定資産除却損 7 4

災害による損失 123 205

その他 0 2

特別損失合計 220 212

税金等調整前四半期純利益 2,785 3,777

法人税等 1,004 1,351

少数株主損益調整前四半期純利益 1,780 2,425

少数株主利益 48 1

四半期純利益 1,732 2,424



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,780 2,425

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,416 △649

為替換算調整勘定 42 317

その他の包括利益合計 △1,373 △332

四半期包括利益 407 2,093

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 359 2,090

少数株主に係る四半期包括利益 47 3



 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

     １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送、不動産販

売及び管理業務等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△160百万円には、セグメント間取引消去△３百万円、各報告セグメント 

に配分していない全社費用△156百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

     １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送、不動産販

売及び管理業務等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△196百万円には、セグメント間取引消去１百万円、各報告セグメント 

に配分していない全社費用△198百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

    

 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）セグメント情報等

  報告セグメント
その他 

(注)１ 

（百万円）

合計 
（百万円） 

調整額 
(注)２ 

（百万円） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

（百万円） 
  

機能化学
品事業 

（百万円） 

ライフサ
イエンス
事業 

（百万円）

化薬事業
（百万円）

計
（百万円）

売上高                 

(1)外部顧客への売上高  24,303  5,847  5,209  35,360  445  35,805  －  35,805

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 19  277  7  304  1,816  2,121  △2,121  －

計  24,323  6,124  5,217  35,665  2,261  37,926  △2,121  35,805

セグメント利益又は

損失(△) 
 2,191  720  △120  2,790  41  2,832  △160  2,671

  報告セグメント
その他 

(注)１ 

（百万円）

合計 
（百万円） 

調整額 
(注)２ 

（百万円） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

（百万円） 
  

機能化学
品事業 

（百万円） 

ライフサ
イエンス
事業 

（百万円）

化薬事業
（百万円）

計
（百万円）

売上高                 

(1)外部顧客への売上高  24,517  5,881  5,153  35,553  404  35,957  －  35,957

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 25  571  3  600  1,932  2,532  △2,532     － 

計  24,543  6,453  5,156  36,153  2,336  38,490  △2,532  35,957

セグメント利益  2,543  574  523  3,641  53  3,694  △196  3,497

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	ヘッダー3: 日油株式会社（4403）平成24年3月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー4: 日油株式会社（4403）平成24年3月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー5: 日油株式会社（4403）平成24年3月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー6: 日油株式会社（4403）平成24年3月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー7: 日油株式会社（4403）平成24年3月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー8: 日油株式会社（4403）平成24年3月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー9: 日油株式会社（4403）平成24年3月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー10: 日油株式会社（4403）平成24年3月期　第１四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -


