
平成22年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年9月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 オーエスジー株式会社 上場取引所 東 名 

コード番号 6136 URL http://www.osg-ir.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 石川 則男

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 園部 幸司 TEL 0533-82-1113
四半期報告書提出予定日 平成22年10月14日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成22年11月期第3四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年8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3四半期 50,470 28.3 5,325 ― 4,581 ― 2,868 ―

21年11月期第3四半期 39,326 ― △1,877 ― △1,663 ― △2,425 ―

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3四半期 29.85 ―

21年11月期第3四半期 △25.23 ―

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3四半期 105,220 63,079 54.4 595.80
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3四半期  57,238百万円 21年11月期  55,931百万円

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

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）当四半期における業績予想の修正有無  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 68,500 28.5 7,000 ― 6,200 ― 3,800 ― 39.55



(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  有  
（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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信【添付資料】P.3 「1.(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3 「2.その他の情報」をご覧ください。）

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3Q 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3Q  2,885,452株 21年11月期  2,884,100株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年11月期3Q 96,070,464株 21年11月期3Q 96,147,700株
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当第３四半期連結累計期間は、失業率の高止まりや急激な円高の継続等、依然として先行き不透明感

はあるものの、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関連産業等での生産の増加や

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、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、当第３四半期連

結累計期間の売上高は前年同期と比較して大幅に増加しました。四半期ベースでの売上高も前年同期を

底に増加を続けております。売上高の増加に伴う製造部門の稼働率の向上等により営業利益率も改善傾

向を継続しています。 

以上の結果、売上高は504億７千万円（前年同期比28.3％増）、営業利益は53億２千５百万円（前年

同期は18億７千７百万円の営業損失）、経常利益は45億８千１百万円（前年同期は16億６千３百万円の

経常損失）、四半期純利益は28億６千８百万円（前年同期は24億２千５百万円の四半期純損失）となり

ました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、仕掛品等が増

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81億６千１百万円減少し、1,052億２千万円となりました。 

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95億６百万円減少し、421億４千万円となりま

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等が増加したことにより、前期末と比較して

13億４千４百万円増加し、630億７千９百万円となりました。この結果、自己資本比率は前期末と比較

して5.1ポイント増加し、54.4％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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145億１千万円となり、前連結会

計年度末と比較して63億６百万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99億１千５百万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45億３千万円、減価償却費39億３千９百万円、たな卸資産の減少額25億２千６百万

円、仕入債務の増加額16億３千４百万円、法人税等の還付額４億６千６百万円、売上債権の増加額35億

２千７百万円、未払費用の減少額８億２千７百万円、利息の支払額４億２千４百万円、法人税等の支払

額８億７千５百万円等です。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は30億４千４百万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５億４千６百万円、定期預金の預入による支出６億３千９百万円、有形固定資産の

取得による支出20億４千１百万円等です。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は128億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16億２千万円、短期借入金の純減少額112億５千９百万円、長期借入金の返済による支出23億９

百万円、配当金の支払額６億７千２百万円等です。 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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当第３四半期連結累計期間における業績の実績及び事業を取り巻く環境等を勘案して再計算した結

果、平成22年６月21日に発表した通期の業績予想を次のとおり修正します。 

  

平成22年11月期 通期連結業績予想修正 (平成21年12月１日～平成22年11月30日) 

(単位：百万円)

 
(参考)１株当たり予想当期純利益 39円55銭 

  

  
  

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。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想(A) 66,000 6,000 5,500 3,300

今回修正予想(B) 68,500 7,000 6,200 3,800

増減額(B-A) 2,500 1,000 700 500

増減率(％) 3.8 16.7 12.7 15.2

(参考)前期実績 
(平成21年11月期)

53,325 △2,735 △2,703 △3,769

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年８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 14,631 13,995

受取手形及び売掛金 14,503 11,543

有価証券 2,000 9,000

商品及び製品 11,621 14,373

仕掛品 2,697 2,250

原材料及び貯蔵品 3,280 3,950

その他 2,622 2,885

貸倒引当金 △169 △154

流動資産合計 51,187 57,845

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,048 15,053

機械装置及び運搬具（純額） 13,109 14,113

土地 10,859 10,962

その他（純額） 2,131 2,337

有形固定資産合計 40,149 42,465

無形固定資産   

のれん 673 812

その他 2,847 2,069

無形固定資産合計 3,521 2,881

投資その他の資産   

投資有価証券 3,249 2,854

その他 7,404 7,617

貸倒引当金 △293 △283

投資その他の資産合計 10,360 10,188

固定資産合計 54,032 55,536

資産合計 105,220 113,382

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,751 2,417

短期借入金 5,126 16,395

1年内返済予定の長期借入金 6,062 3,581

未払法人税等 1,006 406

賞与引当金 1,154 166

役員賞与引当金 41 14

その他 4,209 4,646

流動負債合計 21,352 27,628
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年８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 18,045 21,254

退職給付引当金 310 272

役員退職慰労引当金 49 53

その他 2,383 2,437

固定負債合計 20,788 24,018

負債合計 42,140 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 44,666 42,471

自己株式 △3,871 △3,870

株主資本合計 65,396 63,202

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 325 102

繰延ヘッジ損益 2 －

為替換算調整勘定 △8,486 △7,374

評価・換算差額等合計 △8,158 △7,271

少数株主持分 5,840 5,803

純資産合計 63,079 61,734

負債純資産合計 105,220 113,382
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 39,326 50,470

売上原価 28,473 32,489

売上総利益 10,852 17,980

販売費及び一般管理費 12,729 12,655

営業利益又は営業損失（△） △1,877 5,325

営業外収益   

受取利息 146 129

受取配当金 57 36

助成金収入 677 26

その他 414 324

営業外収益合計 1,295 517

営業外費用   

支払利息 478 404

売上割引 265 343

為替差損 164 272

その他 173 240

営業外費用合計 1,081 1,260

経常利益又は経常損失（△） △1,663 4,581

特別利益   

固定資産売却益 10 10

子会社清算益 － 31

その他 0 8

特別利益合計 11 50

特別損失   

固定資産売却損 23 14

固定資産除却損 65 49

ゴルフ会員権評価損 53 13

役員退職慰労金 45 －

特別退職金 64 －

減損損失 － 21

その他 13 2

特別損失合計 265 101

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（△）

△1,918 4,530

法人税、住民税及び事業税 760 1,423

法人税等調整額 △446 △257

法人税等合計 314 1,166

少数株主利益 193 495

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,425 2,868
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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)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８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（△）

△1,918 4,530

減価償却費 4,339 3,939

減損損失 － 21

のれん償却額 284 89

子会社清算損益（△は益） － △31

有形固定資産除却損 65 49

有形固定資産売却損益（△は益） 12 3

投資有価証券評価損益（△は益） 11 0

受取利息及び受取配当金 △203 △165

支払利息 478 404

持分法による投資損益（△は益） 1 △1

売上債権の増減額（△は増加） 7,376 △3,527

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,401 2,526

仕入債務の増減額（△は減少） △2,895 1,634

未払費用の増減額（△は減少） △3,367 △827

その他 △444 1,996

小計 2,339 10,643

利息及び配当金の受取額 168 105

利息の支払額 △414 △424

法人税等の支払額 △1,852 △875

法人税等の還付額 3,747 466

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,989 9,915

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 △697 △639

定期預金の払戻による収入 8 546

有形固定資産の取得による支出 △2,056 △2,041

有形固定資産の売却による収入 77 65

投資有価証券の取得による支出 △7 △9

子会社株式の取得による支出 △120 △81

その他 △474 △885

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,269 △3,044

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） 3,973 △11,259

長期借入れによる収入 6,184 1,620

長期借入金の返済による支出 △2,549 △2,309

自己株式の取得による支出 △172 △1

配当金の支払額 △1,161 △672

少数株主への配当金の支払額 △187 △177

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,087 △12,800

現金及び現金同等物に係る換算差額 △364 △376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,443 △6,306

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 21,000 14,510
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８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３四半期連結累計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年８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 19,787 7,041 4,161 8,335 39,326 ─ 39,326

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 4,503 157 3 575 5,240 (5,240) ─

計 24,291 7,199 4,165 8,911 44,566 (5,240) 39,326

営  業  費  用 27,706 6,913 4,079 7,995 46,694 (5,491) 41,203

営業利益又は営業損失(△) △3,414 286 85 915 △2,127 250 △1,877

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 26,301 8,188 4,143 11,836 50,470 ─ 50,470

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 7,771 100 6 503 8,382 (8,382) ─

計 34,073 8,289 4,149 12,339 58,852 (8,382) 50,470

営  業  費  用 32,308 7,612 3,729 9,950 53,600 (8,455) 45,145

営  業  利  益 1,765 676 419 2,389 5,251 73 5,325
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【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８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３四半期連結累計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年８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) 6,964 4,277 8,566 2 19,810

Ⅱ連結売上高(百万円) 39,326

Ⅲ連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.7 10.9 21.8 0.0 50.4

米州 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 8,139 4,205 12,187 1 24,533

Ⅱ連結売上高(百万円) 50,470

Ⅲ連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

16.1 8.3 24.2 0.0 48.6

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7)販売の状況

品  目  別

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

切削工具

ねじ切り工具 12,455 16,674

ミーリングカッター 9,546 11,806

その他切削工具 8,649 11,882

計 30,652 40,363

転造工具 3,343 4,890

測定工具 649 789

その他

機械 2,008 1,075

LHS 541 535

その他 2,132 2,815

計 4,681 4,426

合 計 39,326 50,470
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