
平成 21 年 4月 10 日 

 
各      位 

会 社 名  オーエスジー 株式会社 

代表者名  取締役社長 石川 則男 

（コード番号  6136 東証・名証第―部） 

問合せ先  常務取締役  園部 幸司 

（TEL．0533－82－1113） 

 
(訂正･数値データ訂正あり)平成 21 年 11 月期 第 1 四半期決算短信の一部訂正について 

 

 当社が平成 21 年３月 30 日に公表いたしました「平成 21 年 11 月期 第 1四半期決算短信」の記載内

容について一部訂正がありましたので､下記のとおりお知らせいたします。（訂正箇所には下線を付し

て表示しております。） 

 

記 

 

１．訂正理由 

  「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用における処理

の誤りが確認されたためです。 

 

２．訂正箇所 

  平成 21 年 11 月期 第 1四半期決算短信 

  ・４ページ ４．その他 ③｢連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取

扱い｣の適用 

  ・７ページ ５．【四半期連結財務諸表】 (1)【四半期連結貸借対照表】 純資産の部 

 

 

        以上 
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平成 21 年 11 月期 第 1四半期決算短信 

（４ページ） ４．その他 

【訂正前】 

 ③｢連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い｣の適用 

  当第１四半期連結会計期間より､｢連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面

の取扱い｣（実務対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用し､連結決算上必要な修正を行って

おります。これによる損益に与える影響は軽微でありますが､期首の資本剰余金から 89 百万円､利益

剰余金から275百万円減算したことに伴い､資本剰余金及び利益剰余金がそれぞれ同額減少しており

ます。 

 

【訂正後】 

③｢連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い｣の適用 

  当第１四半期連結会計期間より､｢連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面

の取扱い｣（実務対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用し､連結決算上必要な修正を行って

おります。これによる損益に与える影響は軽微でありますが､期首の資本剰余金から 153 百万円､利

益剰余金から275百万円減算したことに伴い､資本剰余金及び利益剰余金がそれぞれ同額減少してお

ります。 
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（７ページ） ５．【四半期連結財務諸表】 (1)【四半期連結貸借対照表】 

【訂正前】 

(単位:百万円) 

  

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) 

〈前略〉 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 10,404 10,404

  資本剰余金 14,261 14,351

  利益剰余金 45,694 47,665

  自己株式 △3,868 △3,697

  株主資本合計 66,492 68,723

 評価･換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △190 △141

  繰延ヘッジ損益 △41 △62

  為替換算調整勘定 △8,426 △4,268

  評価･換算差額等合計 △8,658 △4,471

 少数株主持分 5,576 6,201

 純資産合計 63,409 70,453

負債純資産合計 117,465 122,383

 

【訂正後】 

(単位:百万円) 

  

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) 

〈前略〉 

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 10,404 10,404

  資本剰余金 14,197 14,351

  利益剰余金 45,694 47,665

  自己株式 △3,868 △3,697

  株主資本合計 66,428 68,723

 評価･換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △190 △141

  繰延ヘッジ損益 △41 △62

  為替換算調整勘定 △8,362 △4,268

  評価･換算差額等合計 △8,594 △4,471

 少数株主持分 5,576 6,201

 純資産合計 63,409 70,453

負債純資産合計 117,465 122,383
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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：百万円)

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 18,384 15,232

受取手形及び売掛金 13,558 18,908

有価証券 5 6

商品及び製品 16,785 15,464

仕掛品 2,538 3,257

原材料及び貯蔵品 3,952 3,920

その他 5,562 6,875

貸倒引当金 △137 △196

流動資産合計 60,650 63,469

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,516 16,509

機械装置及び運搬具（純額） 15,711 17,282

土地 11,066 10,388

その他（純額） 2,661 2,784

有形固定資産合計 44,955 46,964

無形固定資産   

のれん 986 1,295

その他 3,010 2,805

無形固定資産合計 3,996 4,101

投資その他の資産   

投資有価証券 2,441 2,495

その他 5,689 5,625

貸倒引当金 △267 △273

投資その他の資産合計 7,863 7,848

固定資産合計 56,814 58,914

資産合計 117,465 122,383

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,445 5,844

短期借入金 20,781 13,476

1年内返済予定の長期借入金 3,587 3,922

未払法人税等 709 1,578

賞与引当金 962 184

役員賞与引当金 4 210

その他 4,256 7,677

流動負債合計 34,747 32,894
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(単位：百万円)

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) 

固定負債   

長期借入金 16,715 17,385

退職給付引当金 276 310

役員退職慰労引当金 45 45

その他 2,269 1,294

固定負債合計 19,307 19,035

負債合計 54,055 51,930

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,404 10,404

資本剰余金 14,197 14,351

利益剰余金 45,694 47,665

自己株式 △3,868 △3,697

株主資本合計 66,428 68,723

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △190 △141

繰延ヘッジ損益 △41 △62

為替換算調整勘定 △8,362 △4,268

評価・換算差額等合計 △8,594 △4,471

少数株主持分 5,576 6,201

純資産合計 63,409 70,453

負債純資産合計 117,465 122,383
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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：百万円)

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 15,641

売上原価 10,172

売上総利益 5,469

販売費及び一般管理費 4,778

営業利益 690

営業外収益  

受取利息 38

受取配当金 25

その他 141

営業外収益合計 205

営業外費用  

支払利息 153

売上割引 119

為替差損 129

その他 52

営業外費用合計 454

経常利益 442

特別利益  

固定資産売却益 2

貸倒引当金戻入額 2

その他 0

特別利益合計 5

特別損失  

固定資産売却損 1

固定資産除却損 38

ゴルフ会員権評価損 62

役員退職慰労金 45

その他 13

特別損失合計 161

税金等調整前四半期純利益 286

法人税、住民税及び事業税 474

法人税等調整額 241

法人税等合計 716

少数株主利益 126

四半期純利益 △556
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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利益 286

減価償却費 1,441

のれん償却額 184

有形固定資産除却損 38

有形固定資産売却損益（△は益） △1

投資有価証券評価損益（△は益） 12

受取利息及び受取配当金 △64

支払利息 153

持分法による投資損益（△は益） 2

売上債権の増減額（△は増加） 3,611

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,149

仕入債務の増減額（△は減少） △621

未払費用の増減額（△は減少） △2,793

その他 1,142

小計 1,242

利息及び配当金の受取額 64

利息の支払額 △130

法人税等の支払額 △1,321

営業活動によるキャッシュ・フロー △144

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 △804

定期預金の払戻による収入 8

有形固定資産の取得による支出 △996

有形固定資産の売却による収入 11

投資有価証券の取得による支出 △2

子会社株式の取得による支出 △48

その他 △263

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,096

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） 7,576

長期借入金の返済による支出 △698

自己株式の取得による支出 △170

配当金の支払額 △1,068

少数株主への配当金の支払額 △146

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,492

現金及び現金同等物に係る換算差額 △776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,474

現金及び現金同等物の期首残高 14,557

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,032
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