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2021年１月15日 

各 位 

会 社 名 大阪有機化学工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 安藤 昌幸 

 (コード：４１８７、東証第１部) 

問合せ先 取締役執行役員管理本部長 本田 宗一

 (TEL.０６－６２６４－５０７１) 

 

(訂正・数値データ訂正)「2020年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 

2021年１月７日に公表いたしました「2020年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に訂正すべ 

き事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後

の数値データも送信いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

 

記 

１．訂正の理由 

2021年１月７日の公表後に、記載内容に一部訂正が必要であることが判明したため、訂正を行うものであります。 

 

２．訂正の内容 

 

(1) サマリー情報 １．2020年11月期の連結業績（2019年12月１日～2020年11月30日）（３）連結キャッシュ・ 

  フローの状況  

【訂正前】 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円

2020年11月期 5,257 △4,434 △648 6,511

2019年11月期 3,506 △2,739 432 6,342

 

【訂正後】 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円

2020年11月期 4,799 △3,976 △648 6,511

2019年11月期 3,506 △2,739 432 6,342
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 (2) 添付資料２ページ １．経営成績等の概況 （３）当期のキャッシュ・フローの概況 

【訂正前】 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により獲得した52億５千７百万円から、投資活

動に44億３千４百万円投資し、財務活動において６億４千８百万円減少となったことなどにより、１億６千９百万円増加し、65億１千１

百万円（前年同期比2.7％増）となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益45億９千万円、非資金損益項目である減価償却費20億８千

５百万円及び法人税等の支払額11億3千2百万円などにより、52億５千７百万円の増加（前年同期は35億６百万円の増加）とな

りました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、44億３千４百万円の減少となりました。これは、主に設備新設等に伴う有形固定資産の

取得による支出48億３千７百万円などによるものです。 

（省略） 

 

【訂正後】 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により獲得した47億９千９百万円から、投資活

動に39億７千６百万円投資し、財務活動において６億４千８百万円減少となったことなどにより、１億６千９百万円増加し、65億１千１

百万円（前年同期比2.7％増）となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益45億９千万円、非資金損益項目である減価償却費20億８千

５百万円及び法人税等の支払額11億3千2百万円などにより、47億９千９百万円の増加（前年同期は35億６百万円の増加）とな

りました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、39億７千６百万円の減少となりました。これは、主に設備新設等に伴う有形固定資産の

取得による支出43億７千９百万円などによるものです。 

（省略） 
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 (3)添付資料10ページ ３．連結財務諸表及び主な注記 （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

【訂正前】 

           (単位：千円)
          前連結会計年度 

(自 2018年12月１日 
 至 2019年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 2019年12月１日 
 至 2020年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前当期純利益 4,181,150 4,590,191

 減価償却費 1,771,366 2,085,898

 のれん償却額 66,333 －

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △34,976 74

 賞与引当金の増減額（△は減少） 76,439 △33,439

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,880 4,300

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 23,714 24,134

 受取利息及び受取配当金 △173,011 △146,067

 支払利息 8,217 9,109

 為替差損益（△は益） 23,225 11,379

 固定資産売却損益（△は益） △12,098 －

 固定資産除却損 24,130 113,157

 減損損失 － 7,776

 投資有価証券売却損益（△は益） △220,186 △101,100

 受取保険金 △139,403 －

 ゴルフ会員権評価損 150 2,500

 売上債権の増減額（△は増加） △724,352 678,366

 たな卸資産の増減額（△は増加） △643,035 △738,970

 仕入債務の増減額（△は減少） 364,499 △969,568

 その他 △170,876 715,703

 小計 4,402,407 6,253,443

 利息及び配当金の受取額 172,758 145,047

 利息の支払額 △8,521 △9,087

 保険金の受取額 139,403 －

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,199,843 △1,132,252

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,506,205 5,257,150

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の預入による支出 △3,150,000 △1,960,000

 定期預金の払戻による収入 3,150,000 2,250,000

 有形固定資産の取得による支出 △3,263,278 △4,837,595

 有形固定資産の売却による収入 12,925 －

 無形固定資産の取得による支出 △71,682 △9,842

 投資有価証券の取得による支出 △5,365 △5,357

 投資有価証券の売却による収入 378,698 126,880

 投資有価証券の償還による収入 300,000 －

 保険積立金の積立による支出 △5,997 △5,121

 保険積立金の払戻による収入 2,001 6,726

 その他 △86,460 3

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,739,159 △4,434,307

  

 （省略） 
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【訂正後】 

           (単位：千円)
          前連結会計年度 

(自 2018年12月１日 
 至 2019年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 2019年12月１日 
 至 2020年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前当期純利益 4,181,150 4,590,191

 減価償却費 1,771,366 2,085,898

 のれん償却額 66,333 －

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △34,976 74

 賞与引当金の増減額（△は減少） 76,439 △33,439

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,880 4,300

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 23,714 24,134

 受取利息及び受取配当金 △173,011 △146,067

 支払利息 8,217 9,109

 為替差損益（△は益） 23,225 11,379

 固定資産売却損益（△は益） △12,098 －

 固定資産除却損 24,130 113,157

 減損損失 － 7,776

 投資有価証券売却損益（△は益） △220,186 △101,100

 受取保険金 △139,403 －

 ゴルフ会員権評価損 150 2,500

 売上債権の増減額（△は増加） △724,352 678,366

 たな卸資産の増減額（△は増加） △643,035 △738,970

 仕入債務の増減額（△は減少） 364,499 △969,568

 その他 △170,876 257,964

 小計 4,402,407 5,795,704

 利息及び配当金の受取額 172,758 145,047

 利息の支払額 △8,521 △9,087

 保険金の受取額 139,403 －

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,199,843 △1,132,252

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,506,205 4,799,411

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の預入による支出 △3,150,000 △1,960,000

 定期預金の払戻による収入 3,150,000 2,250,000

 有形固定資産の取得による支出 △3,263,278 △4,379,856

 有形固定資産の売却による収入 12,925 －

 無形固定資産の取得による支出 △71,682 △9,842

 投資有価証券の取得による支出 △5,365 △5,357

 投資有価証券の売却による収入 378,698 126,880

 投資有価証券の償還による収入 300,000 －

 保険積立金の積立による支出 △5,997 △5,121

 保険積立金の払戻による収入 2,001 6,726

 その他 △86,460 3

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,739,159 △3,976,568

  

 （省略） 
 
  

以上 


