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1.  平成21年11月期第1四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年2月28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 ％

21年11月期第1四半期 2,918 ― △201 ― △190 ― △1,177 ―
20年11月期第1四半期 6,372 4.6 522 13.2 533 11.7 309 11.3

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

21年11月期第1四半期 △57.62 ―
20年11月期第1四半期 14.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年11月期第1四半期 23,847 17,685 73.4 856.58
20年11月期 26,573 18,995 70.8 920.25

（参考） 自己資本   21年11月期第1四半期  17,502百万円 20年11月期  18,803百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年11月期 ― 8.00 ― 4.00 12.00
21年11月期 ―
21年11月期 

（予想）
4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

11,105 ― 24 ― 33 ― △1 ― △0.06

通期 23,076 △6.0 432 △61.8 479 △59.8 244 △26.3 11.97
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4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第1四半期 21,787,038株 20年11月期  21,787,038株
② 期末自己株式数 21年11月期第1四半期  1,354,180株 20年11月期  1,354,170株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第1四半期 20,432,860株 20年11月期第1四半期 21,195,554株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融経済の混乱の中で、円高等に

よる企業収益の大幅な減少や設備投資の減退、雇用情勢の悪化等の影響を受けて、景気が急速に

後退しております。 

このような状況の中で、当社グループを取り巻く環境も、自動車や電子材料を始めとする各産

業界における需要の急激な減少、在庫調整圧力の高まり等により、生産・販売において大幅に悪

化いたしました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は29億１千８百万円、営業損失は２億１百万円、

経常損失は１億９千万円、四半期純損失は11億７千７百万円となりました。 

事業の部門別の業績は次のとおりであります。 

①エステル化製品部門 

エステル化製品部門におきましては、自動車特殊塗料向けや情報関連分野向け等のアクリル

酸エステルが前年同期比53.1％、建築材料向けや粘接着剤向け等のメタクリル酸エステルも、

前年同期比39.5％と大幅に減少しました。 

この結果、部門全体の売上高は15億３千８百万円となりました。 

②有機合成品部門 

有機合成品部門におきましては、粘接着剤向けのアクリル酸モノマーが前年同期比47.5％と

なりました。この結果、部門全体の売上高は１億７千１百万円となりました。 

③特殊化学品部門 

特殊化学品部門におきましては、化粧品ポリマーグループでは前年同期比115.9％と好調で

ありましたが、液晶材料や半導体材料を中心とする電子材料グループは前年同期比44.9％、繊

維用撥材等のその他ファイングループも前年同期比21.0％と大幅な減少となりました。 

この結果、部門全体の売上高は11億９千５百万円となりました。 

④その他部門 

その他の部門では、試薬等で売上高は１千３百万円となりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

 

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27億２千６百万円

減少し、238億４千７百万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛金の減少によるもの

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14億１千６百万円減

少し、61億６千１百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金の減少および短期借入

金の増加によるものです。 

（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13億９百万円減少

し、176億８千５百万円となりました。これは、主に利益剰余金の減少によるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、20億４千６百万円となりました。 

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、１億８千２百万円の減少となりました。これは、主

に売上債権の減少、仕入債務の減少、税金等調整前四半期純損失などによるものです。 
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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、４億６千１百万円の減少となりました。これは、主

に有形固定資産の取得によるものです。 

③財務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・フローは、９億４千２百万円の増加となりました。これは、主

に短期借入金の増加によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成21年１月13日に公表しました予想と変更はありませんが、

実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。今後、業績

予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。 

 

４．その他 

(1) 期中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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期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) 四半期財務諸表諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(追加情報) 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機として耐用年数の見

直しを行い、当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を変更しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響額は軽微であります。 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,312,174 1,984,408 

受取手形及び売掛金 3,626,729 5,760,271 

製品 2,423,850 2,663,139 

仕掛品 735,801 938,788 

原材料及び貯蔵品 638,693 678,024 

繰延税金資産 68,864 154,284 

その他 175,181 51,047 

貸倒引当金 △18,663 △21,441 

流動資産合計 9,962,632 12,208,522 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,908,585 4,595,239 

機械装置及び運搬具（純額） 3,731,917 3,224,938 

土地 2,096,113 2,096,113 

建設仮勘定 488,933 1,343,581 

その他（純額） 223,437 237,712 

有形固定資産合計 11,448,987 11,497,585 

無形固定資産 2,883 3,064 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,133,302 2,447,228 

保険積立金 223,348 216,271 

繰延税金資産 － 112,454 

その他 76,085 88,483 

投資その他の資産合計 2,432,736 2,864,438 

固定資産合計 13,884,607 14,365,087 

資産合計 23,847,239 26,573,610 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,474,659 3,500,872 

短期借入金 1,399,554 352,554 

1年内償還予定の社債 160,000 160,000 

未払金 1,452,457 1,586,461 

未払法人税等 13,923 129,118 

賞与引当金 － 25,500 

役員賞与引当金 － 34,600 

その他 230,252 341,622 

流動負債合計 4,730,847 6,130,728 

固定負債   

社債 780,000 780,000 

長期借入金 35,607 56,658 

退職給付引当金 134,480 133,095 

役員退職慰労引当金 477,501 477,501 

繰延税金負債 2,900 － 

固定負債合計 1,430,489 1,447,255 

負債合計 6,161,337 7,577,983 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,318,344 3,318,344 

資本剰余金 3,295,397 3,295,397 

利益剰余金 11,424,575 12,688,781 

自己株式 △547,641 △547,638 

株主資本合計 17,490,674 18,754,885 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,690 48,393 

評価・換算差額等合計 11,690 48,393 

少数株主持分 183,537 192,348 

純資産合計 17,685,902 18,995,627 

負債純資産合計 23,847,239 26,573,610 
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(2)【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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 2,918,938

売上原価 2,509,875

売上総利益 409,062

販売費及び一般管理費  

運搬費 63,427

役員報酬 50,911

給料及び手当 111,728

研究開発費 187,412

その他 197,080

販売費及び一般管理費合計 610,561

営業損失（△） △201,498

営業外収益  

受取利息 310

受取配当金 11,968

その他 5,877

営業外収益合計 18,156

営業外費用  

支払利息 6,457

その他 477

営業外費用合計 6,935

経常損失（△） △190,277

特別利益  

投資有価証券売却益 10,140

特別利益合計 10,140

特別損失  

固定資産除却損 41,444

投資有価証券評価損 266,600

異常操業損失 459,418

その他 5,403

特別損失合計 772,867

税金等調整前四半期純損失（△） △953,003

法人税、住民税及び事業税 4,149

法人税等調整額 228,699

少数株主損失（△） △8,604

四半期純損失（△） △1,177,247
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △953,003

減価償却費 378,324

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,777

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,385

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,600

受取利息及び受取配当金 △12,278

支払利息 6,457

為替差損益（△は益） 105

固定資産除却損 41,444

投資有価証券売却損益（△は益） △4,737

投資有価証券評価損益（△は益） 266,600

売上債権の増減額（△は増加） 2,133,542

たな卸資産の増減額（△は増加） 481,605

仕入債務の増減額（△は減少） △2,026,212

その他 △334,629

小計 △84,274

利息及び配当金の受取額 14,300

利息の支払額 △3,223

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △109,684

営業活動によるキャッシュ・フロー △182,881

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 △30,000

有形固定資産の取得による支出 △410,856

投資有価証券の取得による支出 △94,572

投資有価証券の売却による収入 81,369

保険積立金の積立による支出 △7,076

その他 △696

投資活動によるキャッシュ・フロー △461,832

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,047,000

長期借入金の返済による支出 △21,051

自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △81,909

少数株主への配当金の支払額 △1,450

財務活動によるキャッシュ・フロー 942,585

現金及び現金同等物に係る換算差額 △105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 297,765

現金及び現金同等物の期首残高 1,748,408

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,046,174
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

 (4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

    該当事項はありません。 

     

(5) セグメント情報 

 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

 当社及び連結子会社は有機化学工業製品の製造、販売を主業とする単一事業につき、開示基準に該当するセグ

メントがありません。このため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。このため、

所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

   海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

 該当事項はありません。 

 

(7) 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 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成20年12月１日 

 至 平成21年２月28日) 

 

区 分 

 

金額(千円) 構成比(％) 

エステル化製品 1,538,397 52.7

有 機 合 成 品 171,570 5.9

特 殊 化 学 品 1,195,700 41.0

そ の 他 13,268 0.4

合 計 2,918,938 100.0

   （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

 

(1)（要約）四半期連結損益計算書 

 

前年同四半期 

（平成20年11月期 

 第１四半期） 

区分 金額（千円）  

Ⅰ 売上高 6,372,000  

Ⅱ 売上原価 5,080,680  

  売上総利益 1,291,319  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 769,085  

  営業利益 522,233  

Ⅳ 営業外収益 16,238  

Ⅴ 営業外費用 5,447  

  経常利益 533,023  

Ⅵ 特別利益 277  

Ⅶ 特別損失 5,274  

  税金等調整前四半期純利益 528,026  

  税金費用 213,091  

  少数株主利益 5,103  

  四半期純利益 309,830  
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前年同四半期 

（平成20年11月期 

第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

   税金等調整前四半期純利益 528,026

   減価償却費 415,152

   貸倒引当金の減少額 △753

   賞与引当金の減少額 △14,402

   退職給付引当金の増加額 1,026

   役員退職慰労引当金の増加額 22,159

   役員賞与引当金の減少額 △16,625

   受取利息及び受取配当金 △8,718

   支払利息 5,408

   為替差損 34

   固定資産除却損 5,274

   売上債権の減少額 371,667

   たな卸資産の増加額 △196,537

   仕入債務の増加額 80,035

   その他 164,831

    小計 1,356,579

   利息及び配当金の受取額 10,996

   利息の支払額 △1,625

   法人税等の支払額 △386,807

    営業活動によるキャッシュ・フロー 979,143

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   有形固定資産の取得による支出 △170,965

   有形固定資産の売却による収入 1,000

   投資有価証券の取得による支出 △88,728

   投資有価証券の償還による収入 200,000

   積立保険料の積立による支出 △5,894

   積立保険料の払い戻しによる収入 23,022

   その他 △12,483

    投資活動によるキャッシュ・フロー △54,049

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の純増加額 102,000

   長期借入金の返済による支出 △21,051

   配当金の支払額 △169,811

   少数株主への配当金の支払額 △1,450

    財務活動によるキャッシュ・フロー △90,312

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △34

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 834,747

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 693,302

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,528,049

 

 

 

 

大阪有機化学工業(株)（4187）平成21年11月期第１四半期決算短信

11


	　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
	(5)　セグメント情報
	(6)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
	(7)　生産、受注及び販売の状況



