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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30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3月期第2四半期 8,773 ― 2,163 ― 2,165 ― 1,274 ―
20年3月期第2四半期 8,107 23.9 1,792 76.2 1,782 77.2 1,055 78.0

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3月期第2四半期 39.64 ―
20年3月期第2四半期 32.84 ―

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3月期第2四半期 18,387 10,667 58.0 331.91
20年3月期 17,853 9,860 55.2 306.74

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  10,667百万円 20年3月期  9,860百万円

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3月期 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 18,000 8.2 3,920 2.7 3,910 2.9 2,320 1.9 74.73

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  有  

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

(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．その他をご覧下さい。 

(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 本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。 
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。  

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3月期第2四半期  33,200,000株 20年3月期  33,200,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,059,306株 20年3月期  1,055,038株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  32,142,644株 20年3月期第2四半期  32,148,268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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発

した米国経済の悪化、世界的な金融市場の混乱に加え、原材料価格の高騰、円高などが企業業績を圧

迫し国内景気の減速感は顕著なものとなってまいりました。 

このような状況のもと、当社グループは一般機械の製造販売事業におきまして、豊富な受注残

を抱え高操業の中、生産の効率化などに取り組み、収益力の向上を図りました。 
その結果、第２四半期連結累計期間の連結売上高は、87 億 7 千 3百万円（前年同期比 8.2％増）、営

業利益 21 億 6 千 3 百万円（前年同期比 20.7％増）、経常利益 21 億 6 千 5 百万円（前年同期比 21.4％

増）、四半期純利益 12億 7 千 4百万円（前年同期比 20.7％増）となりました。 

    

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

 [一般機械の製造販売事業] 

自動機械部門は、医薬品業界向けには需要の伸びているジェネリックメーカーや製造受託メーカ

ー向けに、カートナー（小箱詰機）の拡販に努め、また食品、日用品業界向けへは、更新需要に的

を絞り、汎用ケーサーの販促に努めました。収益面では、生産性の向上に取り組み、大きく改善い

たしました。 

工作機械部門は、業界全体では小型工作機械の需要が落ち込んでおりますが、当社の主要顧客で

ある航空機、造船、重電等の重厚長大産業は引き続き繁忙であり、中・大型立旋盤の需要は堅調に

推移いたしました。収益面では、原材料価格の高騰を生産性の改善等で吸収に努めました。 

その結果、売上高は、75 億 4 百万円（前年同期比 7.6％増）、営業利益 20 億 6 千 6 百万円（前年

同期比 21.4％増）となりました。 

 

[鋳造品の製造販売事業]  

鋳造品の製造販売事業は、産業機械や造船など多忙業界からの受注により、生産は堅調に推移い

たしました。収益面では、原材料価格の高騰に対して製品価格の改定、生産性の向上などの対策を

実施いたしました。 

その結果、売上高は、10 億 8 千 5 百万円（前年同期比 13.2％増）、営業利益 8 千 4 百万円（前年

同期比 1.1％減）となりました。 

 

[その他の事業]  

その他の事業はガソリンスタンド、ゴルフ練習場等による収入を計上しました。 

売上高は、1億 8千 4百万円（前年同期比 7.2％増）、営業利益 9百万円（前年同期比 36.0％増）

となりました。 

 

なお、前年同期比増減率については、参考として記載しております。 
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２． 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は 183 億 8 千 7 百万円となり、前連結会計年度末と比

べ 5 億 3 千 4 百万円増加しております。主に当社の工場事務所棟の新設に伴う固定資産の増加及び売

上債権の効率的な回収により現預金が増加したことによります。 

負債は 77億 2 千万円となり、前連結会計年度末に比べて 2億 7千 3百万円減少しております。主に

法人税の支払による未払法人税等が減少したことによります。 

純資産は 106 億 6 千 7 百万円となり、自己資本比率は 58.0％と前連結会計年度末に比べて 2.8％増

加しております。 

（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の残高は 50 億 5 千 2 百万円となり、前

連結会計年度末と比較して 5億 1千 4百万円の増加となりました。 

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は 15 億 3 千 8 百万円の収入超過となりました。主に税金

等調整前四半期純利益を 21 億 4 千 3 百万円計上したことと、売上債権が資金回収により 7 億 3 千 4

百万円減少したことによる一方、法人税等を 13 億 8千 7百万円支払ったことによります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は 5億 3千 4百万円の支出超過となりました。主に当社の

工場事務所棟の新設等による有形固定資産の取得に2億 8千 7百万円支出したことや定期預金が増加

したことによります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は 4億 8千 8百万円の支出超過となりました。主に配当金

の支払に 4億 7千 9百万円支出したことによります。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績につきましては、米国のサブプライムローンを発端とする金融危機により、海外経済の

同時減速により、国内経済に深刻な影響を及ぼし、景気の低迷が長期化することが懸念されます。こ

のような状況下で、当社グループは、工作機械部門において、主要顧客からの中・大型立旋盤の需要

は底堅く、豊富な受注残を堅持しており、また、生産の効率化やコスト管理を推し進めることにより

企業収益の維持向上に取り組んでまいります。 

平成 21 年 3月期の連結業績予想につきましては、平成 20 年 5月 8日発表の「平成 20 年 3月期決算

短信」において公表した数値を修正しております。 

 

平成 21 年 3月期の連結業績予想（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3 月 31 日） 

（百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 

（平成 20 年 5 月 8日発表） 
18,000 3,600 3,580 2,150 

今回修正予想（Ｂ） 18,000 3,920 3,910 2,320 

増減額（Ｂ－Ａ） － 320 330 170 
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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） 

該当ありません。 

 

（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 

１． 簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法は、年間の償却予定額を期間按分して計上しております。 

２． 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当ありません。 

 

（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 

（四半期財務諸表） 

  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。 

 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号）及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号）を第１四半期連結会計期間

から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響はありません。 

 

（棚卸資産） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によって

おりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

第 9 号）が適用されたことに伴い、主として個別法の原価法(貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切り下げの方法)により算定しております。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響はありません。 

 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社グループの機械装置の耐用年数については、第 1四半期連結会計期間より、法人税法の改正

を契機として見直しを行い、従来、10年～13 年としておりました耐用年数を 9年～12 年に変更し

ております。 

これによる当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益に与える影響は軽微であります。 

 



㈱オーエム製作所（6213）平成 21 年３月期 第２四半期決算短信 

 5

５．四半期連結財務諸表 

 

(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末
前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表  

(平成20年9月30日) (平成20年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

 現金及び預金 6,365 5,609 

 受取手形及び売掛金 5,197 5,742 

 商品及び製品 204 118 

 原材料 208 212 

 仕掛品 2,022 1,934 

 その他 375 425 

 貸倒引当金 △10 △44 

 流動資産合計 14,363 13,999 

固定資産   

 有形固定資産 3,090 2,926 

 無形固定資産 31 33 

 投資その他の資産 901 894 

 固定資産合計 4,024 3,854 

資産合計 18,387 17,853 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末
前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表  

(平成20年9月30日) (平成20年3月31日) 

負債の部  

流動負債   

 支払手形及び買掛金 3,254 3,085 

 短期借入金 1,765 1,765 

 未払法人税等 777 1,375 

 賞与引当金 444 423 

 製品保証引当金 61 71 

 その他 1,195 1,077 

 流動負債合計 7,497 7,797 

固定負債   

 退職給付引当金 61 34 

 役員退職慰労引当金 62 80 

 その他 98 81 

 固定負債合計 222 196 

負債合計 7,720 7,993 

純資産の部   

株主資本   

 資本金 1,660 1,660 

 資本剰余金 302 302 

 利益剰余金 8,626 7,834 

 自己株式 △132 △129 

 株主資本合計 10,456 9,667 

評価・換算差額等   

 その他有価証券評価差額金 211 191 

 為替換算調整勘定 0 1 

 評価・換算差額等合計 211 192 

純資産合計 10,667 9,860 

負債純資産合計 18,387 17,853 
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(2) 四半期連結損益計算書 

（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間

 (自 平成20年4月１日 

 至 平成20年9月30日) 

売上高 8,773 

売上原価 5,546 

売上総利益 3,227 

販売費及び一般管理費 1,063 

営業利益 2,163 

営業外収益  

 受取利息 3 

 受取配当金 8 

 作業屑売却益 6 

 その他 8 

 営業外収益計 27 

営業外費用  

 支払利息 16 

 その他 9 

 営業外費用計 26 

経常利益 2,165 

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 9 

 特別利益計 9 

特別損失  

 固定資産除却損 27 

 投資有価証券評価損 2 

 その他 0 

 特別損失計 30 

税金等調整前四半期純利益 2,143 

法人税、住民税及び事業税 796 

法人税等調整額 73 

法人税等合計 869 

四半期純利益 1,274 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間

 (自 平成20年4月１日 

 至 平成20年9月30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 2,143 

 減価償却費 210 

 貸倒引当金の増減額 △34 

 賞与引当金の増減額 21 

 製品保証引当金の増減額 △10 

 退職給付引当金の増減額 △11 

 役員退職慰労引当金の増減額 △18 

 受取利息及び受取配当金 △11 

 支払利息 16 

 為替差損益 △0 

 有形固定資産除売却損益 1 

 投資有価証券評価損 2 

 売上債権の増減額 734 

 たな卸資産の増減額 △170 

 仕入債務の増減額 169 

 その他 △111 

 小計 2,930 

 利息及び配当金の受取額 11 

 利息の支払額 △16 

 法人税等の支払額 △1,387 

 営業活動によるキャッシュ･フロー 1,538 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金預入による支出 △241 

 有形固定資産の取得による支出 △287 

 有形固定資産の売却による収入 0 

 無形固定資産の取得による支出 △8 

 投資有価証券の取得による支出 △1 

 その他 3 

 投資活動によるキャッシュ･フロー △534 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 リース債務の返済による支出 △5 

 自己株式の増減額 △3 

 配当金の支払額 △479 

 財務活動によるキャッシュ･フロー △488 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 

現金及び現金同等物の増減額 514 

現金及び現金同等物の期首残高 4,537 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,052 
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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】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日） 

 一般機械

の製造販

売事業 

（百万円）

鋳造品の

製造販売

事業 

（百万円）

その他の

事業 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 7,504 1,085 184 8,773 － 8,773

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
10 111 7 129 （129） －

計 7,514 1,197 191 8,903 （129） 8,773

営業利益 2,066 84 9 2,161 2 2,163

 

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計に占める割合がい

ずれも90％超であるため、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２四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日） 

 北米 アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 641 652 285 0 1,579 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     8,773 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 7.3 7.4 3.3 0.0 18.0 

 

 

(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。    
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「参考資料」 

 前年同四半期にかかる財務諸表 

(1) 中間連結損益計算書 

（単位：百万円） 

前中間連結会計期間 

(自 平成19年4月１日 

 至 平成19年9月30日)
科目 

金額 

売上高 8,107 

売上原価 5,272 

売上総利益 2,835 

販売費及び一般管理費 1,042 

営業利益 1,792 

営業外収益 19 

 受取利息 3 

 受取配当金 8 

 その他 8 

営業外費用 29 

 支払利息 22 

 その他 7 

経常利益 1,782 

特別損失 9 

 中越沖地震に伴う工場修繕費用 9 

税金等調整前中間純利益 1,772 

法人税、住民税及び事業税 795 

法人税等調整額 △78 

中間純利益 1,055 
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

前中間連結会計期間 

 (自 平成19年4月１日 

 至 平成19年9月30日) 

区分 金額 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前中間純利益 1,772 

 減価償却費 203 

 貸倒引当金の増減額 35 

 賞与引当金の増減額 9 

 製品保証引当金の増減額 64 

 退職給付引当金の増減額 △30 

 役員退職慰労引当金の増減額 0 

 受取利息及び受取配当金 △11 

 支払利息 22 

 為替差損益 0 

 有形固定資産除売却損益 0 

 売上債権の増減額 △186 

 たな卸資産の増減額 △109 

 仕入債務の増減額 285 

 未払消費税等の増減額 3 

 その他 117 

 小計 2,179 

 利息及び配当金の受取額 11 

 利息の支払額 △22 

 法人税等の支払額 △295 

 営業活動によるキャッシュ･フロー 1,872 

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 △903 

 有形固定資産の売却による収入 0 

 投資有価証券の取得による支出 △0 

 その他 △4 

 投資活動によるキャッシュ･フロー △908 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 自己株式の増減額 △2 

 配当金の支払額 △256 

 財務活動によるキャッシュ･フロー △258 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 

現金及び現金同等物の増減額 705 

現金及び現金同等物の期首残高 4,438 

現金及び現金同等物の中間期末残高 5,144 
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(3) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

    （単位：百万円） 

 
一般機械

の製造販

売事業 

鋳造品の

製造販売

事業 

その他の

事業 
計 

消去又は

全社 
連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 6,976 958 171 8,107 － 8,107

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
12 130 7 150 （150） －

計 6,989 1,088 179 8,257 （150） 8,107

営業利益 1,702 85 7 1,795 （2） 1,792

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計に占める割合がい

ずれも90％超であるため、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】 

前中間連結累計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

             （単位：百万円） 

 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 272 582 178 1,033 

Ⅱ 連結売上高    8,107 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 3.3 7.2 2.2 12.7 

 

 


