
 

                                              
 

平成23年 11月期 第 3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成23年10月6日

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23年10月13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 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年11月期第3四半期の連結業績（平成22年12月1日～平成23年8月31日） 
（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 ％

23年 11月期第3四半期 60,117 19.1 8,977 68.6 8,334 81.9 4,135 44.2
22年 11月期第3四半期 50,470 28.3 5,325 － 4,581 － 2,868 －

 

 
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

23年 11月期第3四半期 43.54 －       
22年 11月期第3四半期 29.85 －       

 
（２）連結財政状態 

 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

23年 11月期第3四半期 105,628 66,596 56.9 633.18
22年 11月期 105,635 63,162 54.1 601.44

(参考)自己資本 23年11月期第3四半期        60,131百万円 22年11月期         57,117百万円 

 
２．配当の状況 

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   
22年 11月期 －  4.00 － 8.00 12.00   
23年 11月期 －  6.00 －   

23年 11月期(予想)   12.00 18.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年11月期の連結業績予想（平成22年12月1日～平成23年11月30日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 79,500 14.4 11,500 52.8 10,900 62.7 5,900 56.4 62.13

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 
 
 



 

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

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年11月期3Ｑ 98,955,226株 22年11月期 98,955,226株

② 期末自己株式数 23年11月期3Ｑ 3,988,035株 22年11月期 3,986,173株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年11月期3Ｑ 94,967,918株 22年11月期3Ｑ 96,070,464株

 
 

※ 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)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州、米州での停滞懸念が広がる一方で新興国は成

長を維持する等、総じて緩やかな回復基調にて推移しました。国内においては、３月の震災発生により

景気は急激に減速しましたが、復旧の進展とともに回復の兆しも見られつつあります。 

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の国内での減産による影響はあ

りましたが、輸出及び海外需要に支えられ総じて堅調に推移しました。  

当社グループにおいても、３月以降国内市場を中心に一部での実需の落ち込みはありましたが、成長

市場であるアジア地域の好調な需要に加え米州、欧州でも回復を維持したことにより売上高は増加基調

を継続しました。海外売上高比率は、アジア地域の伸びにより50.8％（前年同期は48.6％）となりまし

た。売上高の増加に伴う製造部門の稼働率の向上により利益面でも改善傾向を継続しています。 

なお、当第３四半期においてブラジルのマナウス地区に所在する非連結子会社の清算を決定したこと

により、関係会社出資金評価損として３億２千４百万円の特別損失を計上しております。 

以上の結果、売上高は601億１千７百万円(前年同期比19.1％増)、営業利益89億７千７百万円（前年

同期比68.6％増）、経常利益83億３千４百万円（前年同期比81.9％増）、四半期純利益41億３千５百万

円（前年同期比44.2％増）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、受取手形及び売掛金、仕掛品、原材料及び貯蔵品、

機械装置及び運搬具等が増加しましたが、現金及び預金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７百万円減少し、1,056億２千８百万円となりました。 

一方負債は、短期借入金、賞与引当金等が増加しましたが、１年内返済予定の長期借入金、長期借入

金等が減少したことにより、前期末と比較して34億４千１百万円減少し、390億３千１百万円となりま

した。 

また、純資産は利益剰余金等が増加したことにより、前期末と比較して34億３千４百万円増加し、

665億９千６百万円となりました。この結果、自己資本比率は前期末と比較して2.8ポイント増加し、

56.9%となりました。 

  

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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（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96億５千３百万円となり、前連結

会計年度末と比較して38億７千２百万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65億５千６百万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79億９千５百万円、減価償却費41億５千７百万円、仕入債務の増加額５億９千９百

万円、売上債権の増加額17億１百万円、たな卸資産の増加額19億１千７百万円、未払費用の減少額23億

２千４百万円、法人税等の支払額22億６千８百万円等であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は59億５千９百万円の支出となりました。主な要因は有形固

定資産の取得による支出60億７千９百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は44億３千４百万円の支出となりました。主な要因は短期借

入金の純増加額18億５千９百万円、長期借入金の返済による支出47億９千８百万円、配当金の支払額13

億３千万円等であります。 

  

平成23年11月期の通期の連結業績予想については、平成23年７月11日発表の予想数値から変更はあり

ません。 

  

  

  

  

  

  

(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。 

  

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

③ 企業結合に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12

月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日、「『研究

開発費等に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号 平成20年12月26日)、「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」(企業

会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

④ 表示方法の変更 

(四半期連結損益計算書) 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利

益」の科目で表示しております。 

  

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23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22年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,965 16,314

受取手形及び売掛金 17,149 15,359

有価証券 0 0

商品及び製品 11,266 10,928

仕掛品 3,435 2,741

原材料及び貯蔵品 4,239 3,301

その他 3,165 3,239

貸倒引当金 △206 △169

流動資産合計 51,017 51,715

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 13,335 13,860

機械装置及び運搬具（純額） 13,556 12,999

土地 11,117 10,908

その他（純額） 4,642 2,476

有形固定資産合計 42,652 40,245

無形固定資産

のれん 501 623

その他 2,569 3,008

無形固定資産合計 3,071 3,632

投資その他の資産

投資有価証券 3,927 3,491

その他 5,227 6,838

貸倒引当金 △266 △287

投資その他の資産合計 8,888 10,041

固定資産合計 54,611 53,919

資産合計 105,628 105,635

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,296 3,731

短期借入金 6,562 4,654

1年内返済予定の長期借入金 4,237 5,781

未払法人税等 1,316 1,358

賞与引当金 1,452 245

役員賞与引当金 212 182

その他 4,158 7,021

流動負債合計 22,235 22,975
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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22年11月30日)

固定負債

長期借入金 13,974 16,882

退職給付引当金 282 227

役員退職慰労引当金 51 49

その他 2,488 2,338

固定負債合計 16,796 19,497

負債合計 39,031 42,473

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 48,427 45,622

自己株式 △4,829 △4,827

株主資本合計 68,200 65,396

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 706 577

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 △8,775 △8,854

評価・換算差額等合計 △8,068 △8,278

少数株主持分 6,465 6,044

純資産合計 66,596 63,162

負債純資産合計 105,628 105,635
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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21年12月１日
至 平成22年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23年８月31日)

売上高 50,470 60,117

売上原価 32,489 36,042

売上総利益 17,980 24,075

販売費及び一般管理費 12,655 15,097

営業利益 5,325 8,977

営業外収益

受取利息 129 124

受取配当金 36 50

助成金収入 26 －

その他 324 318

営業外収益合計 517 492

営業外費用

支払利息 404 323

売上割引 343 406

為替差損 272 233

その他 240 172

営業外費用合計 1,260 1,135

経常利益 4,581 8,334

特別利益

固定資産売却益 10 10

子会社清算益 31 －

システム解約損失戻入益 － 30

その他 8 4

特別利益合計 50 45

特別損失

固定資産売却損 14 23

固定資産除却損 49 32

ゴルフ会員権評価損 13 4

減損損失 21 －

関係会社出資金評価損 － 324

その他 2 －

特別損失合計 101 384

税金等調整前四半期純利益 4,530 7,995

法人税、住民税及び事業税 1,423 2,126

法人税等調整額 △257 961

法人税等合計 1,166 3,088

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,907

少数株主利益 495 772

四半期純利益 2,868 4,135
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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21年12月１日
至 平成22年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23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 4,530 7,995

減価償却費 3,939 4,157

減損損失 21 －

のれん償却額 89 106

子会社清算損益（△は益） △31 －

有形固定資産除却損 49 32

有形固定資産売却損益（△は益） 3 12

投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

受取利息及び受取配当金 △165 △174

支払利息 404 323

持分法による投資損益（△は益） △1 △2

関係会社出資金評価損益（△は益） － 324

システム解約損失戻入益 － △30

売上債権の増減額（△は増加） △3,527 △1,701

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,526 △1,917

仕入債務の増減額（△は減少） 1,634 599

未払費用の増減額（△は減少） △827 △2,324

その他 1,996 1,521

小計 10,643 8,921

利息及び配当金の受取額 105 124

利息の支払額 △424 △328

助成金の受取額 － 61

法人税等の支払額 △875 △2,268

法人税等の還付額 466 46

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,915 6,556
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(単位：百万円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23年８月31日)

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 △639 △240

定期預金の払戻による収入 546 748

有形固定資産の取得による支出 △2,041 △6,079

有形固定資産の売却による収入 65 33

投資有価証券の取得による支出 △9 △7

子会社株式の取得による支出 △81 △235

関係会社出資金の払込による支出 － △11

その他 △885 △165

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,044 △5,959

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） △11,259 1,859

長期借入れによる収入 1,620 305

長期借入金の返済による支出 △2,309 △4,798

自己株式の取得による支出 △1 △2

配当金の支払額 △672 △1,330

少数株主への配当金の支払額 △177 △468

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,800 △4,434

現金及び現金同等物に係る換算差額 △376 △35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,306 △3,872

現金及び現金同等物の期首残高 20,816 13,525

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,510 9,653
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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 
  

【海外売上高】 

前第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。 
  
  

(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 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

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
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【セグメント情報】 

  

１. 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

当社は、主に精密機械工具を生産・販売しており、国内においては当社が、海外においては米州（米

国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、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）、アジア（中国、シンガポール、タイ、台湾、韓国、インド）等の各地域をOSG 

Tap and Die, Inc.（米国）、OSG Europe S.A.（ベルギー）、欧士机（上海）精密工具有限公司（中

国）、韓国OSG株式会社（韓国）、OSG Asia Pte Ltd.（シンガポール）及びその他の現地法人が、それぞ

れ担当しています。アジアについては、地理的に近接しており、販売する市場または顧客の種類、販売方

法が類似していることから、１つの集約した事業単位として管理しています。現地法人はそれぞれ独立し

た経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。

従って、当社は生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米

州」、「欧州」及び「アジア」の４つを報告セグメントとしています。各報告セグメントでは、主として

精密機械工具を生産・販売しています。 

  

２. 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 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年12月１日 至 平成23年８月31日） 

 
(注) １ 調整額は、セグメント間取引消去によるものです。 

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。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

(単位：百万円)

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日本 米州 欧州 アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 29,975 9,531 4,976 15,633 60,117 ― 60,117

セグメント間の内部
売上高又は振替高

10,491 133 10 707 11,343 △11,343 ―

計 40,467 9,665 4,986 16,341 71,460 △11,343 60,117

セグメント利益 4,339 1,011 688 3,478 9,519 △541 8,977
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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

(7) 販売の状況

品  目  別

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23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 16,674 21,760

ミーリングカッター 11,806 13,251

その他切削工具 11,882 13,431

計 40,363 48,442

転造工具 4,890 5,207

測定工具 789 850

その他

機械 1,075 1,731

LHS 535 453

その他 2,815 3,432

計 4,426 5,617

合 計 50,470 60,117
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