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業績説明会資料



説明内容

１．２０２１年３月期

通期業績について

２．２０２２年３月期

通期業績予想について
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2020年度業績概要
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[単位：億円]

１，８０９ １，７２６ ▲８３ １，６９０ +３６

２６９ ２６６ ▲３ ２４０ +２６

(１４．９％) (１５．４％) (１４．２％)

２８８ ２８９ ＋０ ２６０ +２９

２１１ ２３３ ＋２２ ２１４ +１９

２５１．７円 ２８０．５円 ＋２８．８円 ２５７．６円 +２２．９円

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

７８円 ８０円 ＋２円 ７８円 +２円
一株当たり
配当金

売上高

2020年度
予想（2/3） 増減額

２０19年度
実績

2020年度
実績 増減額

一株当たり
当期純利益

当期純利益※

経常利益

営業利益

（営業利益率）

◆コロナ禍の影響が期末に向けて回復し、第4Ｑ実績が予想を上回る結果
◆投資有価証券売却益54億円を計上（特別損益）
◆配当金は、２円増配となる８０円を実施予定



セグメント実績
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◆機能化学品：コロナ禍の影響を受け、主要製品が減収
◆ライフサイエンス：生体適合性素材、ＤＤＳ医薬用製剤原料が好調
◆化薬：宇宙関連製品、機能製品が減収、固定費の減少等により前年並み

[単位：億円]

機能化学品 売上高 １，１７３ １，０９８ ▲７４ ▲6.4％

営業利益 １７６ １５７ ▲１９ ▲10.9％

ライフサイエンス 売上高 ３０４ ３１２ ＋９ +2.8％

営業利益 ８５ １０３ ＋１９ +21.9％

化薬 売上高 ３１８ ３０１ ▲１８ ▲5.5％

営業利益 １９ ２０ ＋１ +6.3％

その他・調整額 売上高 １４ １５ ＋１ +5.1％

営業利益 ▲１１ ▲１４ ▲３ ―

連結合計 売上高 １，８０９ １，７２６ ▲８３ ▲4.6％

営業利益 ２６９ ２６６ ▲３ ▲1.0％

２０１９年度 ２０２０年度 増減額 増減率



セグメント別実績（上期・下期別）
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[単位：億円]

機能化学品 売上高 ６０６ ４９６ ▲１１０ ５６６ ６０２ ＋３６

営業利益 ９９ ６１ ▲３８ ７７ ９６ ＋１９

ライフサイエンス 売上高 １４８ １４６ ▲２ １５６ １６７ ＋１１

営業利益 ３６ ４１ ＋５ ４８ ６２ ＋１３

化薬 売上高 １０７ １１１ ＋４ ２１２ １９０ ▲２２

営業利益 ▲３ ３ ＋５ ２２ １８ ▲４

その他・調整額 売上高 ７ ７ ＋０ ７ ８ ＋０

営業利益 ▲４ ▲７ ▲３ ▲７ ▲７ ▲０

連結合計 売上高 ８６８ ７６０ ▲１０８ ９４１ ９６６ ＋２５

営業利益 １２９ ９８ ▲３１ １４０ １６８ ＋２９

増減額
２０１９年度
上期実績

２０２０年度
上期実績

増減額
２０１９年度
下期実績

２０２０年度
下期実績

◆機能化学品：上期減収減益も、下期は前年を上回る水準に回復
◆ライフサイエンス：生体適合性素材、ＤＤＳ医薬用製剤原料の需要好調が継続



連結営業利益の差異内訳（対前年度）
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▲３億円



セグメント別営業利益差異内訳（対前年度）
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［単位：億円］
増減要因 増減要因

１９年度
実績

増減販
コスト
ダウン

固定費
棚卸
影響

計
20年度

実績

機能化学品 １７６ ▲３４ ＋１３ ＋９ ▲７ ▲１９ １５７

ライフサイエンス ８５ ＋２２ ＋１ ▲４ ▲１ ＋１９ １０３

化薬 １９ ▲９ ▲０ ＋７ ＋３ ＋１ ２０

その他・調整 ▲１１ ▲２ ― ▲１ ― ▲３ ▲１４

合計 ２６９ ▲２４ ＋１５ ＋１１ ▲５ ▲３ ２６６



連結損益計算書
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[単位：億円]

１，８０９ １，７２６ ▲８３ ▲4.6％

５８６ ５７４ ▲１２ ▲2.1％

(３２．４％) (３３．２％)

販売費・管理費 ３１７ ３０８ ▲９

２６９ ２６６ ▲３ ▲1.0％

(１４．９％) (１５．４％)

営業外損益 ２０ ２３ ＋３

２８８ ２８９ ＋０ +0.1％

投資有価証券売却益 ２０ ５４ ＋３４

その他 ▲６ ▲２ ＋４

１４ ５２ ＋３８

３０２ ３４１ ＋３９ +12.8％

９１ １０８ ＋１７

２１１ ２３３ ＋２２ +10.2％
※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

売上高

売上総利益

２０１９年度 ２０２０年度 増減額 増減率

（売上総利益率）

営業利益

（営業利益率）

経常利益

当期純利益※

特別損益
税金等調整前当期純利益

法人税・調整額他



連結貸借対照表
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[単位：億円]

現預金 ５１８ ７８７ ＋２６８ 仕入債務 １５９ １７９ ＋２１

売上債権 ４１１ ４２０ ＋９ 有利子負債 ９９ ９９ ＋１

棚卸資産 ３４９ ３２３ ▲２６ 繰延税金負債 ６６ １０６ ＋４０

その他流動資産 ２３ ２２ ▲０ その他 ２４２ ２９５ ＋５３

有形・無形
固定資産

６０３ ６３２ ＋２９ （ 　負　　債 　） ( ５６５ )( ６８０ )( ＋１１５ )

投資有価証券 ４０９ ４７７ ＋６９ 株主資本 １，６３２ １，７９７ ＋１６５

その他 ４０ ５４ ＋１５
その他の包括利益
累計額 １４８ ２３１ ＋８４

非支配株主持分 ８ ７ ▲１

（ 純　資　産 ） (１，７８７ )(２，０３５ )( ＋２４８ )

資産 ２，３５２ ２，７１５ ＋３６３ 負債・純資産 ２，３５２ ２，７１５ ＋３６３

２０年
３月末

２１年
３月末

増減額
２０年
３月末

２１年
３月末

増減額



連結キャッシュ・フロー計算書
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[単位：億円]

２０１９年度 ２０２０年度

１．営業活動によるキャッシュ･フロー ２７８ ３０７

２．投資活動によるキャッシュ･フロー ▲４８ １９

　投資有価証券売却 ２７ ８８
　固定資産取得 ▲７７ ▲６０
　その他 ２ ▲１０

３．財務活動によるキャッシュ･フロー ▲１１３ ▲８０

  長期・短期借入金の増減 ２ ２
　自己株式取得 ▲４２ ▲１７
　配当金の支払 ▲７１ ▲６５
　その他 ▲２ ▲２

４．その他 ▲４ １３

１～４の計 １１３ ２５９

５．期末残高 ５０７ ７６６

フリー・キャッシュ・フロー ２３０ ３２６



指標推移（１）
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２０１９年度 ２０２０年度 前期比

売上高営業利益率 [％] １４．９ １５．４ ＋０．５

売上高経常利益率 [％] １５．９ １６．７ ＋０．８

総資産経常利益率
（ＲＯＡ）

[％] １２．０ １１．４ ▲０．６

自己資本当期純利益率
（ＲＯＥ）

[％] １１．９ １２．２ ＋０．３

Ｄ／Ｅ　レシオ [倍] ０．０６ ０．０５ ▲０．０１

自己資本比率 [％] ７５．６ ７４．７ ▲０．９



指標推移（２）
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２０１９年度 ２０２０年度 前期比

１株当たり当期純利益 [円] ２５１．７ ２８０．５ ＋２８．８

１株当たり純資産 [円] ２，１４１．０ ２，４４８．６ ＋３０７．６

１株当たり配当 [円] ７８．０ ８０．０ ＋２．０

配当性向 [％] ３１．０ ２８．５ ▲２．５

期末日終値 [円] ３，４３０．０ ５，７９０．０

ｃｆ．日経平均株価 １８，９１７ ２９，１７９

純資産倍率（ＰＢＲ） [倍] １．６０ ２．３６ ＋０．７６

株価収益率（ＰＥＲ） [倍] １３．６ ２０．６ ＋７．０



２０２１年度業績予想の概要
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◆営業利益は、前年同水準
◆配当は、据え置きの８０円を予定 [単位：億円]

１，７２６ １，７５０

２６６ ２６５

(１５．４％) (１５．１％)

２８９ ２７０

２３３ １９４

２８０．５円 ２３５．８円

※１「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号）等を適用

※２当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

８０円 ８０円
一株当たり
配当金

当期純利益※2

一株当たり
当期純利益

経常利益

営業利益

（営業利益率）

売上高

２０20年度
実績

2021年度
予想※１



・本資料はあくまで弊社をより深く理解いただくための資料であって、
本資料による投資等何らかの行動を勧誘するものではありません。

・本資料は、現時点で入手可能な情報に基づいて弊社の判断により
作成されておりますが、実際の業績が様々な要素により計画とは
異なる結果となり得ることをご承知おきください。

・本資料のご利用に関しましては、ご自身の判断と責任にてお願い
いたします。

・本資料の金額表示は、億円未満を四捨五入しております。

お問い合わせ先
住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ
ホ ー ム ペ ー ジ

： 日油株式会社 経理部 ＩＲ室 森知明
： 東京都渋谷区恵比寿四丁目２０番３号
： ０３－５４２４－６６５１
： ０３－５４２４－１４８２
： https://www.nof.co.jp

業績-14


