
２０２２年３月期（２０２１年度）決算

２０２２年５月2５日

業績説明会資料



説明内容

１．２０２２年３月期

通期業績について

２．２０２３年３月期

通期業績予想について
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[単位：億円]

１，７２６ １，９２６ ＋２００ １，８７０ +５６

２６６ ３５６ ＋９０ ３３５ +２１

(１５．４％) (１８．５％) (１７．９％)

２８９ ３７６ ＋８８ ３４５ +３１

２３３ ２６７ ＋３４ ２３１ +３６

２８０．５円 ３２３．８円 ＋４３．３円 ２８０．１円 +４３．７円

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

８０円 ９０円 ＋１０円 ８６円 +４円
１株当たり
配当金

売上高

2021年度
予想（11/4） 増減額

２０20年度
実績

2021年度
実績 増減額

１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）

202１年度業績概要
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◆ヘルスケアや自動車等の関連分野における需要は回復基調
◆売上高、営業利益、経常利益および当期純利益全て過去最高を更新
◆年間配当金は、１０円増配となる９０円を予定



連結営業利益の差異内訳（対前年度）
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＋90



[単位：億円]

売上高 ４９６ ６０２ １，０９８ ６２１ ６６３ １，２８４ ＋１２５ ＋６１ ＋１８６

営業利益 ６１ ９６ １５７ １１１ １０４ ２１５ ＋５０ ＋８ ＋５８

（営業利益率）

２０２０年度実績 ２０２１年度実績

上期 下期 通期 上期 下期 通期

(１２．２％)

増減額

上期 下期

(１５．９％)

通期

(１４．３％) (１７．８％) (１５．７％) (１６．７％)

機能化学品セグメント実績
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【通期概況】
増益要因 ・冷凍機用潤滑基材、化粧品原料、

自動車関連等の需要回復
減益要因 ・原燃料高騰・運送費増加

【下期概況】
減益要因 ・自動車減産の影響

・原燃料一段高

【営業利益差異内訳（通期）】

増減販 変動費 固定費
棚卸
影響

+７２ ▲３５ ▲１４ +３５



[単位：億円]

売上高 １４６ １６７ ３１２ １７１ １６６ ３３７ ＋２６ ▲０ ＋２５

営業利益 ４１ ６２ １０３ ８２ ５９ １４１ ＋４１ ▲３ ＋３８

（営業利益率）

通期

２０２０年度実績 ２０２１年度実績

上期 下期 通期 上期 下期

増減額

上期 下期

(２８．５％) (３７．０％)

通期

(３３．０％) (４８．２％) (３５．３％) (４１．８％)

ライフサイエンスセグメント実績
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【通期概況】
増益要因 ・ＤＤＳコロナワクチン向けを含む

医薬用製剤原料の出荷好調
減益要因 ・食用加工油脂は原料価格高騰

【下期概況】
減益要因 ・ウクライナ危機による欧州向け

航空貨物輸送混乱の影響
・食用加工油脂は原料価格一段高

増減販 変動費 固定費
棚卸
影響

+５４ ▲１８ ▲６ +８

【営業利益差異内訳（通期）】



[単位：億円]

売上高 １１１ １９０ ３０１ １０６ １９４ ３００ ▲５ ＋４ ▲１

営業利益 ３ １８ ２０ ▲０ １８ １８ ▲３ ＋０ ▲３

（営業利益率）

２０２０年度実績 ２０２１年度実績 増減額

上期 下期

(２．３％) (９．４％)

通期上期 下期 通期 上期 下期 通期

(６．８％) (▲０．４％) (９．３％) (５．９％)

化薬セグメント実績
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【通期概況】
・産業用爆薬類、機能製品は増収
・宇宙関連製品はロケット向け製品減収
・防衛関連製品は２０２０年度並み

増減販 変動費 固定費
棚卸
影響

▲3 ▲０ ▲1 +1

【営業利益差異内訳（通期）】



[単位：億円]

現預金 ７８７ ８５４ ＋６８ 仕入債務 １７９ ２１８ ＋３９

売上債権 ４２０ ４５２ ＋３３ 有利子負債 ９９ ５６ ▲４３

棚卸資産 ３２３ ３９９ ＋７６ 繰延税金負債 １０６ １１１ ＋５

その他流動資産 ２２ ２８ ＋５ その他 ２９５ ２９３ ▲２

有形・無形
固定資産

６３２ ６２９ ▲３ （ 　負　　債 　） ( ６８０ )( ６７９ )( ▲１ )

投資有価証券 ４７７ ４７８ ＋１ 株主資本 １，７９７ １，９５６ ＋１６０

その他 ５４ ５６ ＋２
その他の包括利益
累計額 ２３１ ２５３ ＋２２

非支配株主持分 ７ ８ ＋０

（ 純　資　産 ） (２，０３５ )(２，２１７ )( ＋１８２ )

資産 ２，７１５ ２，８９６ ＋１８１ 負債・純資産 ２，７１５ ２，８９６ ＋１８１

２１年
３月末

２２年
３月末

増減額
２１年
３月末

２２年
３月末

増減額

連結貸借対照表
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[単位：億円]

２０２０年度 ２０２１年度

１．営業活動によるキャッシュ･フロー ３０７ ２７４

２．投資活動によるキャッシュ･フロー １９ ▲８８

　投資有価証券売却 ８８ ２
　固定資産取得 ▲６０ ▲７４
　その他 ▲１０ ▲１６

３．財務活動によるキャッシュ･フロー ▲８０ ▲１５３

  長期・短期借入金の増減 ２ ▲４４
　自己株式取得 ▲１７ ▲３９
　配当金の支払 ▲６５ ▲６９
　その他 ▲２ ▲２

４．その他 １３ １５

１～４の計 ２５９ ４８

５．期末残高 ７６６ ８１４

フリー・キャッシュ・フロー ３２６ １８６

連結キャッシュ・フロー計算書

業績-9



２０２０年度 ２０２１年度 前期比

売上高営業利益率 [％] １５．４ １８．５ ＋３．１

売上高経常利益率 [％] １６．７ １９．５ ＋２．８

総資産経常利益率
（ＲＯＡ）

[％] １１．４ １３．４ ＋２．０

自己資本当期純利益率
（ＲＯＥ）

[％] １２．２ １２．６ ＋０．４

Ｄ／Ｅ　レシオ [倍] ０．０５ ０．０３ ▲０．０２

自己資本比率 [％] ７４．７ ７６．３ ＋１．６

指標推移（１）
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２０２０年度 ２０２１年度 前期比

１株当たり当期純利益 [円] ２８０．５ ３２３．８ ＋４３．３

１株当たり純資産 [円] ２，４４８．６ ２，６９０．７ ＋２４２．１

１株当たり配当 [円] ８０ ９０ ＋１０

配当性向 [％] ２８．５ ２７．８ ▲０．７

期末日終値 [円] ５，７９０ ５，０２０

ｃｆ．日経平均株価 ２９，１７９ ２７，８２１

株価純資産倍率（ＰＢＲ） [倍] ２．３６ １．８７ ▲０．４９

株価収益率（ＰＥＲ） [倍] ２０．６ １５．５ ▲５．１

指標推移（２）
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[単位：億円]

１，９２６ ２，１３０ +10.6％

３５６ ３４５ ▲3.1％

(１８．５％) (１６．２％)

３７６ ３５６ ▲5.4％

２６７ ２５１ ▲6.1％

３２３．８円 ３０５．７円

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

９０円 ９０円
１株当たり
配当金

当期純利益※

１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

２０2１年度
実績

2022年度
予想 増減率

２０２２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９０円を予定



・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
E - m a i l
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
： iroffice@nof.co.jp
： http://www.nof.co.jp
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