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1.  平成22年11月期第2四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22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 ％

22年11月期第2四半期 31,956 16.0 2,531 ― 2,327 ― 1,322 ―

21年11月期第2四半期 27,539 ― △505 ― △433 ― △1,300 ―

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

22年11月期第2四半期 13.76 ―

21年11月期第2四半期 △13.52 ―

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

22年11月期第2四半期 106,910 64,642 54.5 606.58
21年11月期 113,382 61,734 49.3 582.19

（参考） 自己資本   22年11月期第2四半期  58,274百万円 21年11月期  55,931百万円

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

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

21年11月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年11月期 ― 4.00

22年11月期 
（予想）

― 6.00 10.00

3.  平成22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30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  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 66,000 23.8 6,000 ― 5,500 ― 3,300 ― 34.35
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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  有  
[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(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） 

(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 

・業績予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年11月期第2四半期 98,955,226株 21年11月期  98,955,226株

② 期末自己株式数 22年11月期第2四半期  2,884,985株 21年11月期  2,884,100株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年11月期第2四半期 96,070,670株 21年11月期第2四半期 96,180,201株
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当第２四半期連結累計期間は、失業率の高止まりや消費者物価の継続的な下落等、依然として先行き不

透明感が残るものの、中国やインドをはじめとする新興国の継続的な成長や、各国政府の景気対策等によ

り景気は回復基調を維持しました。 

当精密機械工具業界においては、主要ユーザーである自動車関連産業及びＩＴ関連産業での生産の増加

や在庫調整の進展等により、市況は回復を継続しました。 

当社グループにおいても、売上高は前第３四半期を底に以降四半期ベースで増加を継続しました。当第

２四半期累計期間の売上高は、経済危機以前の水準にまで達した中国をはじめとするアジア地域の好調な

需要に牽引され前年同期比にてプラスに転じました。売上高の増加に伴う製造部門の稼働率の向上とコス

ト削減活動の継続等により、利益面での回復傾向もより確かなものとなりつつあります。 

以上の結果、売上高は319億５千６百万円（前年同期比16.0％増）、営業利益25億３千１百万円（前年

同期は５億５百万円の営業損失）、経常利益23億２千７百万円（前年同期は４億３千３百万円の経常損

失）、四半期純利益13億２千２百万円（前年同期は13億円の四半期純損失）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金、投資有価証券等が増加しました

が、有価証券（譲渡性預金）、商品及び製品等が減少したことにより、前連結会計年度末（以下、「前期

末」という）と比較して64億７千１百万円減少し、1,069億１千万円となりました。 

一方負債は、支払手形及び買掛金、１年内返済予定の長期借入金、未払法人税等が増加しましたが、短

期借入金、長期借入金等が減少したことにより、前期末と比較して93億７千９百万円減少し、422億６千

７百万円となりました。 

また、純資産は利益剰余金、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定等が増加したことにより、

前期末と比較して29億７百万円増加し、646億４千２百万円となりました。この結果、自己資本比率は前

期末と比較して5.2ポイント増加し、54.5％となりました。 

  

（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144億６千７百万円となり、前連結

会計年度末と比較して63億４千９百万円の減少となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は72億１千１百万円の収入となりました。主な要因は税金等調

整前四半期純利益22億８千９百万円、減価償却費26億６百万円、たな卸資産の減少額26億１千２百万円、

仕入債務の増加額７億２千３百万円、法人税等の還付額４億５百万円、売上債権の増加額16億１千１百万

円、利息の支払額３億２千１百万円、法人税等の支払額３億５千６百万円等です。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は19億６百万円の支出となりました。主な要因は定期預金の払

戻による収入５億５百万円、定期預金の預入による支出４億円、有形固定資産の取得による支出13億７千

７百万円等です。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は118億１千２百万円の支出となりました。主な要因は長期借

入れによる収入６億４千万円、短期借入金の純減少額102億７千４百万円、長期借入金の返済による支出

17億９千７百万円、配当金の支払額２億８千９百万円等です。 

  

平成22年６月21日に公表した「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」の数値から変更はあり

ません。詳細については、同資料をご参照ください。 

  

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合

理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  
  

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,696 13,995

受取手形及び売掛金 13,383 11,543

有価証券 2,000 9,000

商品及び製品 12,118 14,373

仕掛品 2,573 2,250

原材料及び貯蔵品 3,546 3,950

その他 2,754 2,885

貸倒引当金 △155 △154

流動資産合計 50,918 57,845

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 14,655 15,053

機械装置及び運搬具（純額） 13,824 14,113

土地 11,119 10,962

その他（純額） 2,194 2,337

有形固定資産合計 41,795 42,465

無形固定資産

のれん 724 812

その他 2,602 2,069

無形固定資産合計 3,326 2,881

投資その他の資産

投資有価証券 3,855 2,854

その他 7,315 7,617

貸倒引当金 △300 △283

投資その他の資産合計 10,870 10,188

固定資産合計 55,992 55,536

資産合計 106,910 113,382

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,227 2,417

短期借入金 6,207 16,395

1年内返済予定の長期借入金 6,003 3,581

未払法人税等 909 406

賞与引当金 238 166

役員賞与引当金 16 14

その他 5,045 4,646

流動負債合計 21,648 27,628
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年11月30日)

固定負債

長期借入金 17,737 21,254

退職給付引当金 304 272

役員退職慰労引当金 47 53

その他 2,529 2,437

固定負債合計 20,618 24,018

負債合計 42,267 51,647

純資産の部

株主資本

資本金 10,404 10,404

資本剰余金 14,197 14,197

利益剰余金 43,505 42,471

自己株式 △3,871 △3,870

株主資本合計 64,235 63,202

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 679 102

為替換算調整勘定 △6,640 △7,374

評価・換算差額等合計 △5,961 △7,271

少数株主持分 6,368 5,803

純資産合計 64,642 61,734

負債純資産合計 106,910 113,382
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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)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
 至 平成22年５月31日)

売上高 27,539 31,956

売上原価 19,257 21,254

売上総利益 8,282 10,702

販売費及び一般管理費 8,787 8,170

営業利益又は営業損失（△） △505 2,531

営業外収益

受取利息 99 94

受取配当金 25 16

為替差益 － 64

助成金収入 394 22

その他 291 222

営業外収益合計 812 419

営業外費用

支払利息 312 282

売上割引 190 221

為替差損 121 －

その他 115 119

営業外費用合計 740 623

経常利益又は経常損失（△） △433 2,327

特別利益

固定資産売却益 7 6

子会社清算益 － 31

その他 0 8

特別利益合計 8 46

特別損失

固定資産売却損 9 9

固定資産除却損 47 44

ゴルフ会員権評価損 58 12

役員退職慰労金 45 －

減損損失 － 16

その他 13 1

特別損失合計 174 84

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△599 2,289

法人税、住民税及び事業税 630 846

法人税等調整額 △61 △245

法人税等合計 569 601

少数株主利益 131 365

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,300 1,322

オーエスジー㈱　（6136）　平成22年11月期　第2四半期決算短信

－7－



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△599 2,289

減価償却費 2,864 2,606

減損損失 － 16

のれん償却額 241 82

子会社清算損益（△は益） － △31

有形固定資産除却損 47 44

有形固定資産売却損益（△は益） 1 2

投資有価証券評価損益（△は益） 11 －

受取利息及び受取配当金 △125 △110

支払利息 312 282

持分法による投資損益（△は益） △0 △0

売上債権の増減額（△は増加） 6,482 △1,611

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,912 2,612

仕入債務の増減額（△は減少） △2,335 723

未払費用の増減額（△は減少） △2,126 124

その他 △216 380

小計 2,646 7,413

利息及び配当金の受取額 109 70

利息の支払額 △266 △321

法人税等の支払額 △1,469 △356

法人税等の還付額 3,747 405

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,767 7,211

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 △742 △400

定期預金の払戻による収入 8 505

有形固定資産の取得による支出 △1,599 △1,377

有形固定資産の売却による収入 21 32

投資有価証券の取得による支出 △3 △6

子会社株式の取得による支出 △52 △45

その他 △409 △615

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,778 △1,906

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） 8,992 △10,274

長期借入れによる収入 1,000 640

長期借入金の返済による支出 △1,882 △1,797

自己株式の取得による支出 △171 △0

配当金の支払額 △1,156 △289

少数株主への配当金の支払額 △150 △90

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,632 △11,812

現金及び現金同等物に係る換算差額 △560 157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,060 △6,349

現金及び現金同等物の期首残高 14,557 20,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,618 14,467
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当社及び連結子会社は精密切削工具をはじめとする精密機械工具の専業メーカー及び販売会社であ

り、事業の種類を大別すると精密機械工具部門とその他に分類されますが精密機械工具における売上高

及び営業損益はいずれも全体の90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報は省略いたしま

す。  

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年５月31日) 

 
(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)米 州……米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 
(2)欧 州……英国、ベルギー、フランス、オランダ、デンマーク、スペイン、ドイツ、イタリア 
(3)アジア……中国、シンガポール、タイ、台湾、韓国、インド 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年５月31日) 

 
(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)米 州……米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 
(2)欧 州……英国、ベルギー、フランス、オランダ、デンマーク、スペイン、ドイツ、イタリア 
(3)アジア……中国、シンガポール、タイ、台湾、韓国、インド 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(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 13,936 4,902 2,932 5,768 27,539 ─ 27,539

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 3,105 131 2 421 3,660 (3,660) ─

計 17,041 5,033 2,935 6,189 31,200 (3,660) 27,539

営  業  費  用 18,863 4,802 2,834 5,425 31,925 (3,880) 28,044

営業利益又は営業損失(△) △1,821 231 100 764 △725 220 △505

日本
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(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 16,963 5,110 2,709 7,173 31,956 ─ 31,956

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 4,761 61 4 301 5,129 (5,129) ─

計 21,725 5,172 2,714 7,474 37,086 (5,129) 31,956

営  業  費  用 21,185 4,867 2,485 6,064 34,602 (5,177) 29,425

営  業  利  益 539 304 228 1,410 2,483 48 2,531
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【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年５月31日) 

 
(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)米 州……米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 
(2)欧 州……英国、ベルギー、フランス、オランダ、デンマーク、スペイン、ドイツ、イタリア 
(3)アジア……中国、シンガポール、タイ、台湾、韓国、インド 
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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年５月31日) 

 
(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)米 州……米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 
(2)欧 州……英国、ベルギー、フランス、オランダ、デンマーク、スペイン、ドイツ、イタリア 
(3)アジア……中国、シンガポール、タイ、台湾、韓国、インド 
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。 

  

該当事項はありません。 

  

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 4,829 3,069 5,863 1 13,764

Ⅱ連結売上高(百万円) 27,539

Ⅲ連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.5 11.2 21.3 0.0 50.0

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 5,093 2,749 7,379 1 15,223

Ⅱ連結売上高(百万円) 31,956

Ⅲ連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

15.9 8.6 23.1 0.0 47.6

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. 販売の状況

品  目  別

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日 
  至 平成21年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

切削工具

ねじ切り工具 8,763 10,314

ミーリングカッター 6,624 7,463

その他切削工具 6,047 7,600

計 21,435 25,379

転造工具 2,241 3,153

測定工具 435 504

その他

機械 1,601 770

LHS 349 370

その他 1,476 1,778

計 3,426 2,920

合 計 27,539 31,956
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