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1.  平成24年11月期第3四半期の連結業績（平成23年12月1日～平成24年8月31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3四半期 16,197 △4.2 736 △44.7 816 △41.3 487 △29.2
23年11月期第3四半期 16,904 2.4 1,332 △15.5 1,390 △13.0 688 △35.0

（注）包括利益 24年11月期第3四半期 452百万円 （△41.7％） 23年11月期第3四半期 775百万円 （―％）

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3四半期 21.26 ―
23年11月期第3四半期 31.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年11月期第3四半期 29,162 21,420 72.8
23年11月期 29,476 21,245 71.4
（参考） 自己資本   24年11月期第3四半期  21,225百万円 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月期の期末配当に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 ― 4.00 ―
24年11月期（予想） 5.00 9.00

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、対前期増減率）

（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

通期 22,182 △2.1 830 △47.7 899 △45.7 487 △39.7 21.27



(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す。 

※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。 

※  注記事項

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3Q 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3Q 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3Q 22,927,735 株 23年11月期3Q 22,207,825 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興関連需要などから国内需要が堅調に推

移し、緩やかな持ち直しの動きが見られたものの、欧州政府債務危機を巡る不確実性が依然とし

て高く、世界景気に減速感が広がり、金融資本市場の変動がわが国の景気を下押しする中で推移

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拠点の集約化と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性の

改善に努めてまいりました。また、平成24年３月に上海駐在事務所を開設し、海外販売・マーケ

ティングの拠点として活動を始めております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は161億９千７百万円（前年同四半期比4.2％

減）、営業利益は７億３千６百万円（前年同四半期比44.7％減）、経常利益は８億１千６百万円

（前年同四半期比41.3％減）、四半期純利益は４億８千７百万円（前年同四半期比29.2％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、自動車塗料樹脂関連の販売が

好調に推移しましたが、電子材料用途の液晶関連は販売が低調に推移したため、売上高は減少

いたしました。メタクリル酸エステルグループは、自動車塗料樹脂関連を中心に販売が緩やか

に回復しましたが、売上高は減少いたしました。この結果、売上高は83億２百万円（前年同四

半期比3.9％減）、セグメント利益は２億４千８百万円（前年同四半期比25.8％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長引く需要低迷

の影響により、売上高は減少いたしました。半導体材料グループは、好調な末端需要に支えら

れて回復傾向となりましたが、売上高は減少いたしました。この結果、売上高は37億４千６百

万円（前年同四半期比10.0％減）、セグメント利益は３億９千万円（前年同四半期比46.3％

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、海外需要が好調に推移し、売上高

は増加いたしました。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41億７千６百万円（前年同四半期比0.9％増）、

セグメント利益は８千６百万円（前年同四半期比68.3％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３四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３億１千３百万円

減少し、291億６千２百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少、有価証券の増

加、有形固定資産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３四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４億８千８百万円減

少し、77億４千２百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金の増加、１年内返済予

定の長期借入金の減少、未払法人税等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３四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１億７千４百万円
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増加し、214億２千万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加及びその他有価証券評価

差額金の減少などによるものです。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年６月15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（注記事項）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３四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,044,585 3,343,071

受取手形及び売掛金 5,850,546 5,841,666

有価証券 574,186 898,811

製品 1,853,290 1,997,141

仕掛品 812,880 887,424

原材料及び貯蔵品 633,916 778,056

繰延税金資産 148,096 196,966

その他 80,363 160,111

貸倒引当金 △8,293 △8,118

流動資産合計 14,989,573 14,095,131

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,413,146 4,374,860

機械装置及び運搬具（純額） 2,213,572 1,922,970

土地 2,233,134 2,233,134

建設仮勘定 857,500 1,678,266

その他（純額） 312,099 291,539

有形固定資産合計 10,029,452 10,500,770

無形固定資産 145,418 289,377

投資その他の資産   

投資有価証券 3,130,284 3,388,225

長期預金 700,000 400,000

保険積立金 258,977 267,678

繰延税金資産 125,404 102,111

その他 97,121 119,383

貸倒引当金 △0 －

投資その他の資産合計 4,311,786 4,277,399

固定資産合計 14,486,657 15,067,546

資産合計 29,476,230 29,162,678
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,105,620 3,459,209

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 818,983 578,000

1年内償還予定の社債 160,000 160,000

未払金 1,001,990 884,203

未払法人税等 184,422 22,792

賞与引当金 － 172,225

役員賞与引当金 38,560 21,337

その他 430,289 356,352

流動負債合計 5,769,864 5,684,120

固定負債   

社債 300,000 220,000

長期借入金 1,131,000 746,500

繰延税金負債 6,845 9,519

退職給付引当金 41,166 －

役員退職慰労引当金 467,151 477,449

固定資産撤去損失引当金 280,000 280,000

その他 234,382 324,538

固定負債合計 2,460,545 2,058,007

負債合計 8,230,410 7,742,127

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 13,860,500

自己株式 △3,758 △3,770

株主資本合計 20,925,626 21,137,906

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 87,391

その他の包括利益累計額合計 134,349 87,391

少数株主持分 185,844 195,252

純資産合計 21,245,820 21,420,550

負債純資産合計 29,476,230 29,162,678
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（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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 16,904,462 16,197,856

売上原価 13,050,908 12,996,090

売上総利益 3,853,553 3,201,766

販売費及び一般管理費   

運搬費 248,841 249,989

役員報酬 136,223 122,595

給料及び手当 392,916 410,675

賞与 96,120 75,054

賞与引当金繰入額 48,999 44,634

役員退職慰労金 145 －

役員退職慰労引当金繰入額 70,901 23,110

役員賞与引当金繰入額 31,949 21,337

研究開発費 823,296 814,375

その他 671,577 703,412

販売費及び一般管理費合計 2,520,973 2,465,186

営業利益 1,332,580 736,579

営業外収益   

受取利息 16,466 12,057

受取配当金 82,483 79,003

その他 16,394 27,582

営業外収益合計 115,344 118,643

営業外費用   

支払利息 29,594 19,214

株式交付費 14,175 －

為替差損 5,633 15,681

その他 8,384 4,191

営業外費用合計 57,788 39,087

経常利益 1,390,136 816,135

特別利益   

固定資産売却益 98 －

ゴルフ会員権売却益 28 14

特別利益合計 126 14

特別損失   

固定資産除却損 12,132 847

投資有価証券評価損 108,245 42,396

投資有価証券売却損 8,568 －

ゴルフ会員権評価損 200 8,537

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 61,929 －

その他 204 －

特別損失合計 191,280 51,781

税金等調整前四半期純利益 1,198,981 764,369
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年８月31日) 

法人税、住民税及び事業税 496,718 250,632

法人税等調整額 △15,152 15,246

法人税等合計 481,565 265,879

少数株主損益調整前四半期純利益 717,416 498,489

少数株主利益 28,627 11,065

四半期純利益 688,788 487,424

大阪有機化学工業（株）　（4187）　平成24年11月期　第３四半期決算短信

7



 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 717,416 498,489

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 58,315 △46,439

その他の包括利益合計 58,315 △46,439

四半期包括利益 775,731 452,050

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 745,963 440,466

少数株主に係る四半期包括利益 29,768 11,583
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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３四半期連結累計期間（自  平成22年12月１日  至  平成23年８月31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 8,640,525 4,161,119 4,102,816 16,904,462 － 16,904,462

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 35,101 35,101 △35,101 －

計 8,640,525 4,161,119 4,137,917 16,939,563 △35,101 16,904,462

セグメント利益 335,023 728,334 272,056 1,335,415 △2,834 1,332,580

(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３四半期連結累計期間（自  平成23年12月１日  至  平成24年８月31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 8,302,573 3,746,383 4,148,899 16,197,856 － 16,197,856

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 27,625 27,625 △27,625 －

計 8,302,573 3,746,383 4,176,524 16,225,481 △27,625 16,197,856

セグメント利益 248,683 390,861 86,211 725,755 10,823 736,579

(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。 

 

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３四半期連結累計期間

（自 平成22年12月１日 

 至 平成23年８月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自 平成23年12月１日 

 至 平成24年８月31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 8,640,525 51.1 8,302,573 51.3 △337,952 △3.9

電子材料事業 4,161,119 24.6 3,746,383 23.1 △414,736 △10.0

機能化学品事業 4,102,816 24.3 4,148,899 25.6 46,082 1.1

合計 16,904,462 100.0 16,197,856 100.0 △706,605 △4.2

（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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