
平成 18 年７月 21 日 

各   位 

会 社 名 大阪有機化学工業株式会社 

代 表 者 取締役社長 鎮目 泰昌  

(コード番号：4187 東証第二部・大証第二部) 

問合せ先 管理本部長 今井田 剛  

Ｔ Ｅ Ｌ ０６－６２６４－５０７１ 

 

（訂正）平成 18 年 11 月期中間決算短信（連結）の一部訂正に関するお知らせ 

 

 平成 18 年 7 月 14 日に公表いたしました「平成 18 年 11 月期中間決算短信（連結）」の

記載内容に一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 なお、訂正部分には下線を付しております。 

 

記 

 

訂正の内容 

「平成 18 年 11 月期中間決算短信（連結）」 

 

＜表紙＞ 

１．18 年５月中間期の連結業績（平成 17 年 12 月 1 日～平成 18 年５月 31 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

18年５月中間期 1,557 △1,660 1,709 1,893

17年５月中間期 1,143 △1,396 78 786

17 年 11 月 期 1,757 △2,438 △11 268  

【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

18年５月中間期 1,577 △1,660 1,709 1,893

17年５月中間期 1,143 △1,396 78 786

17 年 11 月 期 1,757 △2,438 △11 268  

 

 



 

＜７ページ目＞ 

３．経営成績及び財政状態 

 (2) 財政状態 

 ・キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

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 15 億５千７百

万円から、投資活動に 16 億６千万円投資し、財務活動において 17 億９百万円の増加とな

った結果、16 億２千５百万円増加し、18 億９千３百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により獲得した資金は、税金等調整前中間純利益の８億９千５百万円と、非資

金損益項目である減価償却費７億２千９百万円や、法人税等の支払３億１千万円等により、

15 億５千７百万円となりました。 

【訂正後】 

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 15 億７千７百

万円から、投資活動に 16 億６千万円投資し、財務活動において 17 億９百万円の増加とな

った結果、16 億２千５百万円増加し、18 億９千３百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により獲得した資金は、税金等調整前中間純利益の８億９千５百万円と、非資

金損益項目である減価償却費７億２千９百万円や、法人税等の支払３億１千万円等により、

15 億７千７百万円となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜15 ページ目＞ 

４．中間連結財務諸表等 

   中間連結財務諸表 

   ⑤中間連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

前中間連結会計期間
(自 平成16年12月１日
至 平成17年５月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年12月１日
至 平成18年５月31日)

前連結会計年度の
要約キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成16年12月１日
至 平成17年11月30日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動による
　　キャッシュ・フロー
　１　税金等調整前
　　　中間(当期)純利益

1,054,791 895,216 2,040,407

　２　減価償却費 744,841 729,815 1,582,320

　３　貸倒引当金の増加額 985 241 1,430

　４　賞与引当金の増減額
　　　(減少は△)

△572 △1,645 1,158

　５　退職給付引当金の減少額 △11,330 △5,700 △10,514

　６　役員退職慰労引当金の
　　　増加額

10,040 13,425 21,109

　７　役員賞与引当金の増加額 ― 7,300 ―

　８　投資有価証券売却益 △38,920 △39,905 △131,028

　９　その他投資売却益 ― △24,418 ―

　10　ゴルフ会員権評価損 ― ― 850

　11　社債発行費 18,600 ― 18,600

　12　投資有価証券売却損 ― 337 12,971

　13　固定資産除却損 36 69,556 29,357

　14　減損損失 ― 144,106 ―

　15　受取利息及び受取配当金 △8,359 △9,118 △49,031

　16　支払利息 11,391 13,078 24,713

　17　役員賞与 △12,000 △14,600 △12,000

　18　売上債権の増減額
　　　(増加は△)

△47,381 94,397 △512,841

　19　たな卸資産の増加額 △123,119 △326,668 △161,494

　20　仕入債務の増加額 35,274 88,898 4,555

　21　その他 209,295 257,643 33,340

　　　　小計 1,843,572 1,891,960 2,893,902

　22　利息及び配当金の受取額 8,029 8,396 48,474

　23　利息の支払額 △10,736 △13,018 △24,067

　24　法人税等の支払額 △697,203 △310,272 △1,160,613

　　　営業活動による
　　　キャッシュ・フロー

1,143,662 1,557,065 1,757,696
 

 

 



 

【訂正後】 

前中間連結会計期間
(自 平成16年12月１日
至 平成17年５月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年12月１日
至 平成18年５月31日)

前連結会計年度の
要約キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成16年12月１日
至 平成17年11月30日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動による
　　キャッシュ・フロー
　１　税金等調整前
　　　中間(当期)純利益

1,054,791 895,216 2,040,407

　２　減価償却費 744,841 729,815 1,582,320

　３　貸倒引当金の増加額 985 241 1,430

　４　賞与引当金の増減額
　　　(減少は△)

△572 △1,645 1,158

　５　退職給付引当金の減少額 △11,330 △5,700 △10,514

　６　役員退職慰労引当金の
　　　増加額

10,040 13,425 21,109

　７　役員賞与引当金の増加額 ― 7,300 ―

　８　投資有価証券売却益 △38,920 △39,905 △131,028

　９　その他投資売却益 ― △24,418 ―

　10　ゴルフ会員権評価損 ― ― 850

　11　社債発行費 18,600 ― 18,600

　12　投資有価証券売却損 ― 337 12,971

　13　固定資産除却損 36 69,556 29,357

　14　減損損失 ― 144,106 ―

　15　受取利息及び受取配当金 △8,359 △9,118 △49,031

　16　支払利息 11,391 13,078 24,713

　17　役員賞与 △12,000 △14,600 △12,000

　18　売上債権の増減額
　　　(増加は△)

△47,381 94,397 △512,841

　19　たな卸資産の増加額 △123,119 △326,668 △161,494

　20　仕入債務の増加額 35,274 88,898 4,555

　21　その他 209,295 257,643 33,340

　　　　小計 1,843,572 1,891,960 2,893,902

　22　利息及び配当金の受取額 8,029 8,396 48,474

　23　利息の支払額 △10,736 △13,018 △24,067

　24　法人税等の支払額 △697,203 △310,272 △1,160,613

　　　営業活動による
　　　キャッシュ・フロー

1,143,662 1,577,065 1,757,696
 

 

以上 

 


