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1.  平成23年11月期第1四半期の連結業績（平成22年12月1日～平成23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 ％

23年11月期第1四半期 5,479 6.2 462 4.1 470 2.2 214 △23.1
22年11月期第1四半期 5,157 76.7 443 ― 460 ― 278 ―

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

23年11月期第1四半期 10.14 ―
22年11月期第1四半期 13.63 ―

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

23年11月期第1四半期 29,867 21,025 69.8 921.62
22年11月期 28,912 19,686 67.5 946.69

（参考） 自己資本   23年11月期第1四半期  20,854百万円 22年11月期  19,528百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

22年11月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
23年11月期 ―
23年11月期 

（予想）
6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成23年11月期の連結業績予想（平成22年12月1日～平成23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）当四半期における業績予想の修正有無  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)

11,470 5.4 957 △8.9 937 △10.6 528 △27.4 24.13

通期 23,235 5.5 1,901 6.8 1,882 4.1 1,093 △13.8 48.89



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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 
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。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。 
 
２ 平成23年２月15日付で、850,000株の公募による新株式発行を行っております。また平成23年３月１日付で、野村證券株式会社を割当先としてオーバー
アロットメントによる売出しに関連した300,000株の第三者割当による新株式発行を行っております。平成23年11月期の連結業績予想の第２四半期（累計）
及び通期の１株当たり当期純利益は、上記の増資により増加した株式数を含めて計算しております。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年11月期1Q 22,637,038株 22年11月期  21,787,038株
② 期末自己株式数 23年11月期1Q  9,179株 22年11月期  1,159,179株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年11月期1Q 21,127,859株 22年11月期1Q 20,427,919株
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１．当四半期の連結業績等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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の回復傾向が継続し、設備投資の

持ち直しや海外経済の改善を背景に、輸出や生産は緩やかな増加基調の中で推移いたしました。

しかし、引き続き雇用や所得環境は厳しい状況にあり、海外景気や為替レート・原油価格の動向

等により、景気が下振れする懸念が依然として残っております。 

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アクリル酸エステルの生産性改善

による競争力強化や、液晶関連材料や半導体関連材料等の電子材料分野の海外展開強化による収

益改善と業績回復に努めてまいりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は54億７千９百万円（前年同四半期比6.2％

増）、営業利益は４億６千２百万円（前年同四半期比4.1％増）、経常利益は４億７千万円（前

年同四半期比2.2％増）、四半期純利益は２億１千４百万円（前年同四半期比23.1％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。なお、当社及び子会社はこれまで単一事業セ

グメントとして事業部門の業績情報を開示しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より

「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の適用開始に伴い、マネジメント・アプローチに

基づいたセグメント区分による開示を行うことにいたしました。このため、セグメント別の前年

同四半期比は記載しておりません。 

従来の事業区分と新しいセグメント区分との関係は次のとおりであります。 

 

 

 

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、国内における自動車塗料樹脂

関連及び情報関連業界の低成長により、低調に推移いたしました。一方、アジア圏の消費が堅

調に推移したことで国内販売をカバーしており、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、自動車塗料樹脂関連、建材関連用途での海外需要が堅調な伸びを示し、売

上高は増加いたしました。この結果、売上高は26億８千万円、セグメント利益は９千４百万円

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、アジア圏での液晶パネル関連業界の需

要が堅調に推移し、売上高は増加いたしました。半導体材料グループは、スマートフォン等に

使用されるメモリー及びCPU関連への需要が好調に推移し、売上高は大幅に増加いたしまし

た。この結果、売上高は13億８千７百万円、セグメント利益は２億８千３百万円となりまし

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、国内及びアジア圏での頭髪関連の

需要・販売が低調に推移いたしました。機能材料グループは、一部の受託生産の製品から撤退

したために、売上高は減少いたしました。この結果、売上高は14億２千８百万円、セグメント

利益は７千７百万円となりました。 
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(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９億５千４百万円

増加し、298億６千７百万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加、投資有価証券の

増加及び原材料及び貯蔵品の増加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３億８千４百万円減

少し、88億４千１百万円となりました。これは、主に未払金の減少及び未払法人税等の減少など

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13億３千９百万円

増加し、210億２千５百万円となりました。これは、主に増資による資本金及び資本剰余金の増

加、処分による自己株式の減少及びその他有価証券評価差額金の増加などによるものです。 

 

（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、前連結会計年度末と比べて２億

２千４百万円減少し34億８千６百万円となりました。 

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、９千３百万円の増加（前年同四半期は11億６千８百

万円の増加）となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益、減価償却費及び法人税

等の支払額などによるものです。 

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、13億７千７百万円の減少（前年同四半期は５億２千

８百万円の減少）となりました。これは、主に定期預金の預入による支出及び有形固定資産の

取得による支出などによるものです。 

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、10億５千９百万円の増加（前年同四半期は９千４百

万円の減少）となりました。これは、主に長期借入れによる収入、株式の発行による収入及び

自己株式の処分による収入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 

連結業績予想につきましては、平成23年１月14日に「平成22年11月期 決算短信」で公表いた

しました業績予想に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。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 
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(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 

平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

21号 平成20年３月31日)を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ1,163千円減少しており、税金等調整前四半期

純利益は63,093千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変

動額は64,340千円であります。 

 

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第

１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

 

（追加情報） 

退職給付引当金 

当社及び連結子会社は退職給付制度につきまして、平成22年12月1日より適格退職年金制度を

廃止し、確定給付企業年金制度へ移行しました。この移行に伴う会計処理については「退職給付

制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号 平成14年1月31日）を適用し

ておりますが、この適用に伴う影響は軽微であります。 
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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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23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22年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,152,341 4,377,094

受取手形及び売掛金 5,940,593 6,118,568

有価証券 891,526 790,411

製品 1,850,765 1,821,858

仕掛品 861,832 810,825

原材料及び貯蔵品 726,451 588,657

繰延税金資産 177,380 158,368

その他 68,124 76,911

貸倒引当金 △9,021 △8,929

流動資産合計 15,659,994 14,733,767

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,548,409 4,610,811

機械装置及び運搬具（純額） 2,518,304 2,671,639

土地 2,096,113 2,096,113

建設仮勘定 31,707 16,300

その他（純額） 339,509 371,281

有形固定資産合計 9,534,044 9,766,146

無形固定資産 31,067 14,887

投資その他の資産   

投資有価証券 3,765,210 3,363,252

長期預金 500,000 500,000

保険積立金 248,465 265,420

繰延税金資産 － 118,633

その他 128,412 150,408

貸倒引当金 △1 △3

投資その他の資産合計 4,642,087 4,397,712

固定資産合計 14,207,200 14,178,745

資産合計 29,867,194 28,912,512
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23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22年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,342,298 3,241,017

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 894,004 874,004

1年内償還予定の社債 160,000 160,000

未払金 639,262 1,024,524

未払法人税等 188,097 617,390

賞与引当金 183,564 26,757

役員賞与引当金 10,325 41,340

その他 353,080 432,358

流動負債合計 5,800,632 6,447,392

固定負債   

社債 460,000 460,000

長期借入金 1,618,149 1,431,650

繰延税金負債 65,110 8,857

退職給付引当金 124,477 153,510

役員退職慰労引当金 395,676 426,807

固定資産撤去損失引当金 280,000 280,000

その他 97,539 18,137

固定負債合計 3,040,953 2,778,962

負債合計 8,841,585 9,226,355

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,526,743 3,318,344

資本剰余金 3,607,327 3,300,146

利益剰余金 13,191,023 13,100,590

自己株式 △3,712 △468,832

株主資本合計 20,321,381 19,250,249

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 532,888 277,859

評価・換算差額等合計 532,888 277,859

少数株主持分 171,338 158,048

純資産合計 21,025,608 19,686,157

負債純資産合計 29,867,194 28,912,512
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第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) 

売上高 5,157,655 5,479,563

売上原価 3,966,584 4,209,788

売上総利益 1,191,070 1,269,774

販売費及び一般管理費   

運搬費 88,690 82,121

役員報酬 46,285 44,144

給料及び手当 108,535 125,698

賞与引当金繰入額 39,225 44,137

役員退職慰労金 2,670 145

役員退職慰労引当金繰入額 14,634 10,395

役員賞与引当金繰入額 8,324 10,325

研究開発費 246,747 267,271

その他 192,125 223,347

販売費及び一般管理費合計 747,239 807,585

営業利益 443,831 462,189

営業外収益   

受取利息 739 5,999

受取配当金 14,117 21,526

その他 12,101 5,730

営業外収益合計 26,957 33,256

営業外費用   

支払利息 10,153 10,703

株式交付費 － 11,885

その他 － 2,140

営業外費用合計 10,153 24,729

経常利益 460,636 470,715

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 11 520

ゴルフ会員権評価損 1,375 70

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 1,386 62,520

税金等調整前四半期純利益 459,249 408,294

法人税、住民税及び事業税 234,093 184,176

法人税等調整額 △56,910 △3,537

法人税等合計 177,182 180,638

少数株主損益調整前四半期純利益 － 227,655

少数株主利益 3,548 13,455

四半期純利益 278,518 214,199
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第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) 

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 459,249 408,294

減価償却費 355,819 340,026

貸倒引当金の増減額（△は減少） △173 91

賞与引当金の増減額（△は減少） 164,624 156,806

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,859 △29,033

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △84,349 △31,130

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8,324 △31,015

受取利息及び受取配当金 △14,856 △27,525

支払利息 10,153 10,703

為替差損益（△は益） △40 11

固定資産売却損益（△は益） － △98

固定資産除却損 11 520

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 61,929

売上債権の増減額（△は増加） 377,756 188,167

たな卸資産の増減額（△は増加） △171,713 △217,707

仕入債務の増減額（△は減少） △26,193 101,281

その他 121,917 △257,100

小計 1,207,390 674,221

利息及び配当金の受取額 17,142 29,635

利息の支払額 △7,361 △8,468

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △48,712 △602,356

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,168,458 93,031

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 △300,000 △1,000,000

有価証券の取得による支出 － △99,565

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △122,394 △307,354

有形固定資産の売却による収入 － 157

無形固定資産の取得による支出 － △1,155

投資有価証券の取得による支出 △96,274 △185,178

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

保険積立金の積立による支出 △7,642 △7,817

保険積立金の払戻による収入 － 22,589

その他 △2,555 778

投資活動によるキャッシュ・フロー △528,866 △1,377,545
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第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) 

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） △7,500 －

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △5,001 △193,501

株式の発行による収入 － 416,797

リース債務の返済による支出 △370 △2,084

自己株式の処分による収入 － 563,902

配当金の支払額 △81,916 △123,901

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 △94,787 1,059,763

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 544,803 △224,759

現金及び現金同等物の期首残高 2,293,444 3,711,047

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,838,248 3,486,288
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 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〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22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〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22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〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

 アジア・豪州 米州 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 557,246 113,345 14,142 684,733

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 5,157,655

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

10.8 2.2 0.3 13.3

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・豪州・・・中国、韓国、台湾、タイ、インドネシア、シンガポール等 

(2) 米州・・・アメリカ等  

(3) 欧州・・・ドイツ、フランス、スペイン、オランダ、スイス、イギリス等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

 

 

〔セグメント情報〕 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第1

7号  平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。 

 

１  報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな

っているものであります。 
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 当社グループは、アクリル酸エステル製品を軸に事業展開をしてまいりました。従いまして、報告セ

グメントの決定にあたっては、アクリル酸エステルを発展的に応用した製品群のうち、製品の種類及び

販売市場等の類似性を考慮し、「化成品事業」「電子材料事業」「機能化学品事業」の３区分を設定い

たしました。 

 セグメントごとの主な事業内容は次のとおりであります。 

セグメント名称 主な事業内容 

 化成品事業  塗料・粘接着剤・インキ向け特殊アクリル酸エステル等及びアクリル酸 

 電子材料事業  ディスプレイ・半導体関連を中心とした電子材料 

 機能化学品事業  化粧品・医薬中間体向け原材料、その他 

 

２  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 

当第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） 

（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。 

 

３  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。 

 

11

大阪有機化学工業（株）　（4187）　平成23年11月期　第１四半期決算短信



 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成23年２月15日付で公募による新株式の発行及び自己株式の処分を行い、払込みを

受けました。この結果、当第１四半期連結会計期間において、資本金が208,398千円増加し、資本

剰余金が307,181千円増加し、自己株式が465,119千円減少し、当第１四半期連結会計期間末にお

いて、資本金が3,526,743千円、資本剰余金が3,607,327千円、自己株式が3,712千円となっており

ます。 

 

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 

当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 

当第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）

比較増減 

 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

増減率

（％）

化成品事業 2,680,985 48.9 － －

電子材料事業 1,387,939 25.3 － －

機能化学品事業 1,410,638 25.8 － －

合計 5,479,563 100.0 － －

（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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