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1.  平成24年11月期第2四半期の連結業績（平成23年12月1日～平成24年5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2四半期 10,774 △6.1 422 △59.0 450 △56.8 225 △59.8
23年11月期第2四半期 11,478 5.5 1,032 △1.7 1,041 △0.6 560 △23.0

（注）包括利益 24年11月期第2四半期 144百万円 （△79.8％） 23年11月期第2四半期 718百万円 （―％）

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2四半期 9.84 ―
23年11月期第2四半期 25.58 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年11月期第2四半期 29,630 21,205 70.9
23年11月期 29,476 21,245 71.4
（参考） 自己資本   24年11月期第2四半期  21,011百万円 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 
 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、多分に不確定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2Q 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2Q 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2Q 22,927,739 株 23年11月期2Q 21,899,267 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要等を背景として、緩やかな回

復の動きが見られたものの、欧州政府債務危機の懸念が高まり、原油高や円高の影響により依然

として厳しい状況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２四半期連結累計期間の売上高は107億７千４百万円（前年同四半期比6.1％

減）、営業利益は４億２千２百万円（前年同四半期比59.0％減）、経常利益は４億５千万円（前

年同四半期比56.8％減）、四半期純利益は２億２千５百万円（前年同四半期比59.8％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、エコカー補助金等の政策効果

を背景に、自動車塗料樹脂関連の販売が好調を維持しましたが、液晶関連の電子材料用途は依

然として低迷しており、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、需要

の回復が低調に推移したため、売上高は減少いたしました。この結果、売上高は54億７千８百

万円（前年同四半期比6.3％減）、セグメント利益は１億４千２百万円（前年同四半期比46.

4％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需要低迷が継続

しており、売上高は減少いたしました。半導体材料グループは、末端需要は好調ながらも一部

で在庫調整等の影響により、売上高は減少いたしました。この結果、売上高は24億５千７百万

円（前年同四半期比12.4％減）、セグメント利益は２億１千１百万円（前年同四半期比61.3％

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、海外需要の増加を背景に売上高は

好調に推移いたしました。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28億５千７百万円（前年同四半期比0.1％

増）、セグメント利益は５千３百万円（前年同四半期比75.5％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２四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１億５千３百万円

増加し、296億３千万円となりました。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２四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１億９千４百万円増

加し、84億２千４百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金の増加、未払金の増加

及び長期借入金の減少などによるものです。 

（純資産） 

当第２四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４千万円減少し、

212億５百万円となりました。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
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減少などによるものです。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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10億

１千３百万円減少し36億６千５百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

であります。 

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、11億２千万円の増加（前年同四半期は９億８千８百

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及び減価償却費などによ

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、14億７百万円の減少（前年同四半期は22億６千９百

万円の減少）となりました。これは、主に有価証券の取得による支出、有形固定資産の取得に

よる支出及び投資有価証券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、７億２千５百万円の減少（前年同四半期は９億２千

６百万円の増加）となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出及び配当金の支払

額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（その他）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２四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,044,585 4,331,263

受取手形及び売掛金 5,850,546 5,779,070

有価証券 574,186 894,336

製品 1,853,290 1,965,145

仕掛品 812,880 849,110

原材料及び貯蔵品 633,916 693,978

繰延税金資産 148,096 137,836

その他 80,363 97,540

貸倒引当金 △8,293 △7,866

流動資産合計 14,989,573 14,740,415

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,413,146 4,435,993

機械装置及び運搬具（純額） 2,213,572 2,055,480

土地 2,233,134 2,233,134

建設仮勘定 857,500 1,341,566

その他（純額） 312,099 302,220

有形固定資産合計 10,029,452 10,368,394

無形固定資産 145,418 306,873

投資その他の資産   

投資有価証券 3,130,284 3,317,614

長期預金 700,000 400,000

保険積立金 258,977 264,123

繰延税金資産 125,404 139,704

その他 97,121 92,949

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 4,311,786 4,214,392

固定資産合計 14,486,657 14,889,660

資産合計 29,476,230 29,630,075
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,105,620 3,326,756

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 818,983 768,981

1年内償還予定の社債 160,000 160,000

未払金 1,001,990 1,296,942

未払法人税等 184,422 110,595

役員賞与引当金 38,560 14,225

その他 430,289 630,205

流動負債合計 5,769,864 6,337,705

固定負債   

社債 300,000 220,000

長期借入金 1,131,000 761,500

繰延税金負債 6,845 8,431

退職給付引当金 41,166 －

役員退職慰労引当金 467,151 470,327

固定資産撤去損失引当金 280,000 280,000

その他 234,382 347,030

固定負債合計 2,460,545 2,087,289

負債合計 8,230,410 8,424,994

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 13,690,297

自己株式 △3,758 △3,770

株主資本合計 20,925,626 20,967,702

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 43,402

その他の包括利益累計額合計 134,349 43,402

少数株主持分 185,844 193,975

純資産合計 21,245,820 21,205,081

負債純資産合計 29,476,230 29,630,075

大阪有機化学工業（株）　（4187）　平成24年11月期　第２四半期決算短信

5



（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２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 11,478,613 10,774,897

売上原価 8,757,363 8,683,727

売上総利益 2,721,249 2,091,170

販売費及び一般管理費   

運搬費 166,913 165,718

役員報酬 90,433 80,300

給料及び手当 260,630 275,844

賞与 96,120 75,054

役員退職慰労金 145 －

役員退職慰労引当金繰入額 63,005 15,988

役員賞与引当金繰入額 21,300 14,225

研究開発費 543,578 549,085

その他 446,310 491,964

販売費及び一般管理費合計 1,688,437 1,668,183

営業利益 1,032,812 422,987

営業外収益   

受取利息 11,312 7,696

受取配当金 27,097 27,348

その他 13,601 16,955

営業外収益合計 52,011 52,000

営業外費用   

支払利息 20,441 13,556

株式交付費 14,175 －

為替差損 － 7,157

その他 8,384 4,191

営業外費用合計 43,002 24,905

経常利益 1,041,821 450,082

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 1,281 845

投資有価証券評価損 － 45,754

ゴルフ会員権評価損 270 7,817

ゴルフ会員権売却損 204 －

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 63,685 54,417

税金等調整前四半期純利益 978,262 395,679

法人税、住民税及び事業税 318,881 97,464

法人税等調整額 72,680 62,906

法人税等合計 391,562 160,371

少数株主損益調整前四半期純利益 586,700 235,308

少数株主利益 26,425 9,798

四半期純利益 560,275 225,509
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 586,700 235,308

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 131,984 △90,438

その他の包括利益合計 131,984 △90,438

四半期包括利益 718,685 144,869

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 691,201 134,563

少数株主に係る四半期包括利益 27,483 10,306
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31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 978,262 395,679

減価償却費 687,288 662,395

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 △427

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,797 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △55,958 △41,166

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,479 3,176

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,040 △24,335

受取利息及び受取配当金 △38,409 △35,044

支払利息 20,441 13,556

為替差損益（△は益） 15 487

固定資産売却損益（△は益） △98 －

固定資産除却損 1,281 845

投資有価証券評価損益（△は益） － 45,754

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） △78,774 56,986

たな卸資産の増減額（△は増加） △212,030 △208,146

仕入債務の増減額（△は減少） 230,398 221,135

その他 △23,197 175,174

小計 1,575,371 1,266,071

利息及び配当金の受取額 36,313 37,659

利息の支払額 △20,209 △14,277

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △602,964 △169,291

営業活動によるキャッシュ・フロー 988,511 1,120,161

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 △1,000,000 －

有価証券の取得による支出 △603,195 △598,919

有価証券の償還による収入 200,000 300,000

有形固定資産の取得による支出 △698,321 △690,111

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 △4,620 △255

投資有価証券の取得による支出 △275,550 △686,457

投資有価証券の償還による収入 100,000 276,224

保険積立金の積立による支出 △11,728 △6,867

保険積立金の払戻による収入 22,589 －

その他 688 △949

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,269,981 △1,407,335
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

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 △392,002 △419,502

社債の償還による支出 △80,000 △80,000

株式の発行による収入 563,902 －

リース債務の返済による支出 △4,441 △41,421

自己株式の処分による収入 563,902 －

自己株式の取得による支出 △28 △11

配当金の支払額 △123,616 △182,554

少数株主への配当金の支払額 △1,450 △2,175

財務活動によるキャッシュ・フロー 926,266 △725,664

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 △486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △355,224 △1,013,325

現金及び現金同等物の期首残高 3,711,047 4,678,529

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,355,823 3,665,203
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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 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自  平成22年12月１日  至  平成23年５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 5,844,784 2,804,320 2,829,507 11,478,613 － 11,478,613

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 23,656 23,656 △23,656 －

計 5,844,784 2,804,320 2,853,164 11,502,270 △23,656 11,478,613

セグメント利益 265,231 546,595 218,074 1,029,901 2,911 1,032,812

(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２四半期連結累計期間（自  平成23年12月１日  至  平成24年５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 5,478,143 2,457,408 2,839,346 10,774,897 － 10,774,897

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 17,861 17,861 △17,861 －

計 5,478,143 2,457,408 2,857,207 10,792,759 △17,861 10,774,897

セグメント利益 142,056 211,484 53,352 406,893 16,093 422,987

(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。 

 

(6) 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２四半期連結累計期間

（自 平成22年12月１日 

 至 平成23年５月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成23年12月１日 

 至 平成24年５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 5,844,784 50.9 5,478,143 50.8 △366,641 △6.3

電子材料事業 2,804,320 24.4 2,457,408 22.8 △346,912 △12.4

機能化学品事業 2,829,507 24.7 2,839,346 26.4 9,838 0.3

合計 11,478,613 100.0 10,774,897 100.0 △703,715 △6.1

（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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