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1.  平成24年11月期第1四半期の連結業績（平成23年12月1日～平成24年2月29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11月期第1四半期 5,079 △7.3 171 △62.9 200 △57.5 100 △53.2
23年11月期第1四半期 5,479 6.2 462 4.1 470 2.2 214 △23.1

（注）包括利益 24年11月期第1四半期 354百万円 （△26.7％） 23年11月期第1四半期 483百万円 （―％）

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11月期第1四半期 4.37 ―
23年11月期第1四半期 10.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年11月期第1四半期 28,841 21,414 73.6
23年11月期 29,476 21,245 71.4
（参考） 自己資本   24年11月期第1四半期  21,219百万円 23年11月期  21,059百万円

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  
 23年11月期の期末配当は、東京証券取引所市場第一部指定記念配当（２円）を含んでおります。 

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11月期 ― 6.00 ― 8.00 14.00
24年11月期 ―
24年11月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成24年11月期の連結業績予想（平成23年12月1日～平成24年11月30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) 11,756 2.4 672 △34.9 693 △33.4 414 △26.0 18.09
通期 23,837 5.2 1,251 △21.2 1,324 △20.0 795 △1.7 34.69



(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  ：  無  

(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手続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 
 上記の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、
業況の変化などにより業績予想と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関す
る定性的情報」をご参照ください。 

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11月期1Q 22,937,038 株 23年11月期 22,937,038 株
② 期末自己株式数 24年11月期1Q 9,311 株 23年11月期 9,283 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年11月期1Q 22,927,748 株 23年11月期1Q 21,127,859 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳し

い状況にあるなかで、各種の政策効果などを背景に緩やかな持ち直しの動きが見られたものの、

欧州の政府債務危機による海外景気の下振れ懸念や急激な円高による輸出環境の悪化など厳しい

状況で推移いたしました。 

このような状況の下で当社グループは、安定収益基盤である化成品事業においては主力のアク

リル酸エステルの生産性改善による競争力の強化とシェア拡大を図り、半導体材料や表示材料の

電子材料事業においては海外展開の強化と次世代材料開発に注力し収益改善と業績回復に努めて

まいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は50億７千９百万円（前年同四半期比7.3％

減）、営業利益は１億７千１百万円（前年同四半期比62.9％減）、経常利益は２億円（前年同四

半期比57.5％減）、四半期純利益は１億円（前年同四半期比53.2％減）となりました。 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。（セグメント間取引を含んでおります。） 

①化成品事業 

化成品事業におきましては、アクリル酸エステルグループは、液晶パネル向け需要の低迷が

継続しましたが、自動車塗料樹脂関連の販売が好調に推移し売上高は微増となりました。メタ

クリル酸エステルグループは、需要が低調に推移し売上高は減少いたしました。この結果、売

上高は26億２千６百万円（前年同四半期比2.0％減）、セグメント利益は４千５百万円（前年

同四半期比52.0％減）となりました。 

②電子材料事業 

電子材料事業におきましては、表示材料グループは、液晶パネル関連業界の需要が依然とし

て低調に推移しており、売上高は減少いたしました。半導体材料グループは、一部で在庫調整

の影響により、売上高は減少いたしました。この結果、売上高は11億７千９百万円（前年同四

半期比15.0％減）、セグメント利益は７千６百万円（前年同四半期比73.0％減）となりまし

た。 

③機能化学品事業 

機能化学品事業におきましては、化粧品原料グループは、海外市場の拡大により国内市場の

低迷をカバーし、売上高は好調に推移いたしました。機能材料グループ（医薬中間体、その

他）は、販売が低調に推移し売上高は減少いたしました。この結果、売上高は12億８千６百万

円（前年同四半期比10.0％減）、セグメント利益は３千万円（前年同四半期比61.0％減）とな

りました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べて６億３千４百万円

減少し、288億４千１百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少、受取手形及び売

掛金の減少、投資有価証券の増加及び長期預金の減少などによるものです。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べて８億３百万円減少

し、74億２千７百万円となりました。これは、主に未払金の減少及び長期借入金の減少などによ

るものです。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べて１億６千９百万円

増加し、214億１千４百万円となりました。これは、主にその他有価証券評価差額金の増加など

によるものです。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年１月13日に公表いたしました連結業績予想から修正はありません。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(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 

該当事項はありません。 

 

(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。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,044,585 4,493,343

受取手形及び売掛金 5,850,546 5,433,079

有価証券 574,186 413,376

製品 1,853,290 1,948,981

仕掛品 812,880 872,271

原材料及び貯蔵品 633,916 620,958

繰延税金資産 148,096 185,380

その他 80,363 71,555

貸倒引当金 △8,293 △7,601

流動資産合計 14,989,573 14,031,343

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,413,146 4,326,780

機械装置及び運搬具（純額） 2,213,572 2,072,060

土地 2,233,134 2,233,134

建設仮勘定 857,500 861,040

その他（純額） 312,099 325,314

有形固定資産合計 10,029,452 9,818,329

無形固定資産 145,418 319,350

投資その他の資産   

投資有価証券 3,130,284 3,920,838

長期預金 700,000 400,000

保険積立金 258,977 262,387

繰延税金資産 125,404 8,150

その他 97,121 81,591

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 4,311,786 4,672,968

固定資産合計 14,486,657 14,810,647

資産合計 29,476,230 28,841,991
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,105,620 2,923,044

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 818,983 813,982

1年内償還予定の社債 160,000 160,000

未払金 1,001,990 436,951

未払法人税等 184,422 103,097

賞与引当金 － 186,639

役員賞与引当金 38,560 11,024

その他 430,289 410,518

流動負債合計 5,769,864 5,075,257

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 1,131,000 930,000

繰延税金負債 6,845 9,088

退職給付引当金 41,166 －

役員退職慰労引当金 467,151 465,517

固定資産撤去損失引当金 280,000 280,000

その他 234,382 367,168

固定負債合計 2,460,545 2,351,774

負債合計 8,230,410 7,427,031

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,600,295 3,600,295

資本剰余金 3,680,880 3,680,880

利益剰余金 13,648,209 13,565,058

自己株式 △3,758 △3,770

株主資本合計 20,925,626 20,842,464

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 134,349 376,860

その他の包括利益累計額合計 134,349 376,860

少数株主持分 185,844 195,634

純資産合計 21,245,820 21,414,959

負債純資産合計 29,476,230 28,841,991

大阪有機化学工業（株）　（4187）　平成24年11月期　第１四半期決算短信

5



（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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 5,479,563 5,079,723

売上原価 4,209,788 4,057,867

売上総利益 1,269,774 1,021,856

販売費及び一般管理費   

運搬費 82,121 78,450

役員報酬 44,144 37,799

給料及び手当 125,698 138,635

賞与引当金繰入額 44,137 49,637

役員退職慰労金 145 －

役員退職慰労引当金繰入額 10,395 11,179

役員賞与引当金繰入額 10,325 11,024

研究開発費 267,271 270,495

その他 223,347 253,332

販売費及び一般管理費合計 807,585 850,552

営業利益 462,189 171,303

営業外収益   

受取利息 5,999 4,000

受取配当金 21,526 22,283

その他 5,730 9,490

営業外収益合計 33,256 35,773

営業外費用   

支払利息 10,703 7,022

株式交付費 11,885 －

その他 2,140 －

営業外費用合計 24,729 7,022

経常利益 470,715 200,054

特別利益   

固定資産売却益 98 －

特別利益合計 98 －

特別損失   

固定資産除却損 520 141

ゴルフ会員権評価損 70 4,155

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 61,929 －

特別損失合計 62,520 4,296

税金等調整前四半期純利益 408,294 195,757

法人税、住民税及び事業税 184,176 95,928

法人税等調整額 △3,537 △11,174

法人税等合計 180,638 84,754

少数株主損益調整前四半期純利益 227,655 111,003

少数株主利益 13,455 10,731

四半期純利益 214,199 100,271
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 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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 227,655 111,003

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 256,313 243,745

その他の包括利益合計 256,313 243,745

四半期包括利益 483,968 354,748

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 469,228 342,782

少数株主に係る四半期包括利益 14,740 11,965
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(4)  セグメント情報 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成22年12月１日  至  平成23年２月28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 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

化成品 
事業 

電子材料 
事業 

機能化学品
事業 

計 

売上高   

  外部顧客への売上高 2,680,985 1,387,939 1,410,638 5,479,563 － 5,479,563

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 18,000 18,000 △18,000 －

計 2,680,985 1,387,939 1,428,638 5,497,563 △18,000 5,479,563

セグメント利益 94,900 283,898 77,356 456,155 6,034 462,189

(注)  １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２ 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。 

 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

 

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成23年12月１日  至  平成24年２月29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 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

化成品 
事業 

電子材料 
事業 

機能化学品
事業 

計 

売上高   

  外部顧客への売上高 2,626,240 1,179,197 1,274,286 5,079,723 － 5,079,723

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 11,919 11,919 △11,919 －

計 2,626,240 1,179,197 1,286,205 5,091,643 △11,919 5,079,723

セグメント利益 45,587 76,706 30,201 152,494 18,808 171,303

(注)  １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２ 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。 

 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

 

大阪有機化学工業（株）　（4187）　平成24年11月期　第１四半期決算短信

9



 

 

４．補足情報 

 (1) 生産、受注及び販売の状況 

 ① 生産実績及び受注実績 
当社及び連結子会社は原則として見込生産を行っております。また、生産実績につきましても

当社及び連結子会社の製品は多種多様にわたり、同種の製品でも仕様が一様でなく、通常の取引

の単位が大幅に異なるものが存在するため、金額及び数量表示は妥当性を欠くので記載を省略し

ております。 

 

 ② 販売実績 

セグメント 

の名称 

前第１四半期連結累計期間

（自 平成22年12月１日 

 至 平成23年２月28日）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成23年12月１日 

 至 平成24年２月29日）

比較増減 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

増減率 

（％） 

化成品事業 2,680,985 48.9 2,626,240 51.7 △54,745 △2.0

電子材料事業 1,387,939 25.3 1,179,197 23.2 △208,741 △15.0

機能化学品事業 1,410,638 25.8 1,274,286 25.1 △136,352 △9.7

合計 5,479,563 100.0 5,079,723 100.0 △399,839 △7.3

（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   ２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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