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(百万円未満切捨て)
１．平成28年11月期第２四半期の連結業績（平成27年12月１日～平成28年５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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年11月期第２四半期 53,484 △4.8 9,835 △10.7 9,462 △13.8 5,816 △12.1

27年11月期第２四半期 56,187 14.1 11,016 40.9 10,971 40.9 6,614 56.7
(注) 包括利益 28年11月期第２四半期 △1,703百万円( －％) 27年11月期第２四半期 9,728百万円( 36.5％)
　

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

28年11月期第２四半期 62.52 56.96

27年11月期第２四半期 69.66 63.54
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年11月期第２四半期 151,249 100,152 59.6

27年11月期 155,129 113,637 66.1
(参考) 自己資本 28年11月期第２四半期 90,082百万円 27年11月期 102,566百万円
　

　

　

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

27年11月期 － 26.00 － 20.00 46.00

28年11月期 － 22.00

28年11月期(予想) － 28.00 50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成28年11月期の連結業績予想（平成27年12月１日～平成28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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 106,000 △5.3 18,000 △16.7 17,700 △17.7 10,700 △14.5 115.02
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（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) 28年11月期２Ｑ 95,955,226株 27年11月期 95,955,226株

② 期末自己株式数 28年11月期２Ｑ 5,672,150株 27年11月期 908,970株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年11月期２Ｑ 93,024,113株 27年11月期２Ｑ 94,956,835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連結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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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、添付資料P.2「1.(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
・当社は四半期決算補足説明資料を作成しており、決算発表後一週間以内に当社ホームページに掲載する予定です。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、欧米を中心とした先進国がけん引役となり緩やかな成長が続き

ましたが、イギリスのEU離脱懸念、中国経済の減速及び地政学リスクの高まり等により先行き不透明感が増大しま

した。米国は個人消費が引き続き拡大を維持し堅調に推移しました。欧州はイギリス、ドイツ、フランス等主要国

での消費を中心に緩やかな回復傾向を維持しました。中国をはじめとするアジアの新興国は、以前の高い伸びと比

べて鈍化したものの一定の成長を持続しました。一方、国内においては、依然として個人消費の低迷は続き、円高

進行及び中国経済の減速の影響等もあり不透明感が強まりました。

当社グループにおいては、引き続き販売網や物流拠点の拡充を図るとともに、超硬製品の生産能力の増強に努め

ました。また、平成28年３月に航空機関連産業向けの超硬製品の販売力強化を目的として、Amamco Tool & Supply

Co., Inc.を買収し、同年４月より連結対象として加えております。日本及び欧州での需要は堅調に推移したものの

中国経済減速等の影響もあり海外需要は低調となり伸び悩みました。航空機関連産業向け需要は総じて堅調に推移

しましたが、主要ユーザーである自動車関連産業向けは日本及び欧州を除く地域では総じて低調となりました。製

品別売上は現地通貨ベースでは、超硬エンドミル、超硬ドリルは増加しましたが、主力のタップは減少しました。

また海外売上高比率は為替変動による換算の影響もあり55.3％（前年同四半期連結累計期間（以下、「前年同期」と

いう。）は58.3％）と減少しました。営業利益は、欧州を除く各セグメントでの業績が総じて低調となったことに加

えて、円高進行に起因する輸出採算性の低下や換算の影響もあり前年同期と比較して減少しました。

以上の結果、売上高は534億８千４百万円（前年同期比4.8％減）、営業利益は98億３千５百万円（前年同期比

10.7％減）、経常利益は94億６千２百万円（前年同期比13.8％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は58億１千

６百万円（前年同期比12.1％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、主に為替変動による換算の影響により、現金及び預金、受取手

形及び売掛金、機械装置及び運搬具（純額）等が減少したことから、前連結会計年度末（以下、「前期末」という。）

と比較して38億７千９百万円減少し、1,512億４千９百万円となりました。

一方、負債は短期借入金、長期借入金等が増加したことにより、前期末と比較して96億５百万円増加し、510億

９千７百万円となりました。

また、純資産は自己株式の増加及び為替換算調整勘定の減少等により、前期末と比較して134億８千５百万円減

少し、1,001億５千２百万円となりました。この結果、自己資本比率は59.6％（前期末は66.1％）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四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28年

１月12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28年11月期 通期連結業績予想修正（平成27年12月１日～平成28年11月30日）

（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

前回発表予想(A) 117,000 23,000 23,000 14,000

今回修正予想(B) 106,000 18,000 17,700 10,700

増減額(B-A) △11,000 △5,000 △5,300 △3,300

増減率(％) △9.4 △21.7 △23.0 △23.6

(参考) 前期実績
(平成27年11月期)

111,917 21,597 21,510 12,518

(参考) １株当たり予想当期純利益 115円02銭
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「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25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定

的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財

務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支

配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及

び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子

会社株式の取得または売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区

分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の

取得または売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

区分に記載しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－2項(4)、連結会計基準第44－5項(4)及び事業

分離等会計基準第57－4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将

来にわたって適用しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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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)

前連結会計年度
(平成27年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 21,472 18,123

受取手形及び売掛金 21,519 20,140

有価証券 78 68

商品及び製品 19,292 19,772

仕掛品 5,297 5,336

原材料及び貯蔵品 6,083 5,945

その他 5,137 5,793

貸倒引当金 △188 △186

流動資産合計 78,692 74,994

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,651 16,019

機械装置及び運搬具（純額） 27,428 26,318

土地 15,107 14,556

その他（純額） 4,088 5,733

有形固定資産合計 63,276 62,629

無形固定資産

のれん 532 2,844

その他 721 876

無形固定資産合計 1,254 3,720

投資その他の資産

投資有価証券 7,239 5,746

その他 5,078 4,591

貸倒引当金 △411 △431

投資その他の資産合計 11,906 9,906

固定資産合計 76,437 76,255

資産合計 155,129 151,249

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,980 4,559

短期借入金 4,052 8,927

1年内返済予定の長期借入金 445 563

未払法人税等 3,486 2,377

賞与引当金 395 459

役員賞与引当金 637 365

その他 9,517 8,275

流動負債合計 23,515 25,528
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年５月31日)

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 14,850 14,850

長期借入金 847 8,370

役員退職慰労引当金 50 61

退職給付に係る負債 244 298

その他 1,984 1,988

固定負債合計 17,976 25,568

負債合計 41,491 51,097

純資産の部

株主資本

資本金 10,404 10,404

資本剰余金 12,090 12,090

利益剰余金 75,719 79,509

自己株式 △1,104 △10,464

株主資本合計 97,109 91,539

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,709 1,770

繰延ヘッジ損益 2 40

為替換算調整勘定 2,745 △3,267

その他の包括利益累計額合計 5,456 △1,457

新株予約権 － 13

非支配株主持分 11,071 10,056

純資産合計 113,637 100,152

負債純資産合計 155,129 151,249
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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26年12月１日
　至 平成27年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年12月１日
　至 平成28年５月31日)

売上高 56,187 53,484

売上原価 31,324 29,666

売上総利益 24,862 23,817

販売費及び一般管理費 13,846 13,982

営業利益 11,016 9,835

営業外収益

受取利息 125 99

受取配当金 28 38

為替差益 14 －

その他 411 436

営業外収益合計 580 574

営業外費用

支払利息 66 66

売上割引 336 340

為替差損 － 354

その他 223 185

営業外費用合計 625 947

経常利益 10,971 9,462

税金等調整前四半期純利益 10,971 9,462

法人税、住民税及び事業税 3,661 2,707

法人税等調整額 △137 299

法人税等合計 3,523 3,007

四半期純利益 7,447 6,454

非支配株主に帰属する四半期純利益 833 638

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,614 5,816
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四半期連結包括利益計算書

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26年12月１日
　至 平成27年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年12月１日
　至 平成28年５月31日)

四半期純利益 7,447 6,454

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,050 △934

繰延ヘッジ損益 － 38

為替換算調整勘定 1,221 △7,245

持分法適用会社に対する持分相当額 9 △16

その他の包括利益合計 2,281 △8,158

四半期包括利益 9,728 △1,703

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 8,510 △1,115

非支配株主に係る四半期包括利益 1,217 △587

決算短信 （宝印刷）  2016年07月04日 15時29分 9ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



オーエスジー株式会社(6136) 平成28年11月期 第２四半期決算短信

― 8 ―

（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26年12月１日
　至 平成27年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年12月１日
　至 平成28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 10,971 9,462

減価償却費 3,681 3,806

のれん償却額 47 106

受取利息及び受取配当金 △153 △137

支払利息 66 66

持分法による投資損益（△は益） △1 △4

売上債権の増減額（△は増加） 132 147

たな卸資産の増減額（△は増加） △798 △1,978

仕入債務の増減額（△は減少） △328 202

未払費用の増減額（△は減少） △412 △432

その他 46 138

小計 13,250 11,378

利息及び配当金の受取額 156 151

利息の支払額 △70 △65

法人税等の支払額 △4,528 △3,721

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,808 7,742

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 △5,630 △991

定期預金の払戻による収入 2,907 1,402

有形固定資産の取得による支出 △5,402 △6,737

有形固定資産の売却による収入 61 170

投資有価証券の取得による支出 △88 △95

子会社株式の取得による支出 △455 △734

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

－ △2,148

その他 △595 △281

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,204 △9,416

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） 727 5,124

長期借入れによる収入 － 7,884

長期借入金の返済による支出 △327 △337

長期未払金の返済による支出 △1,400 －

自己株式の取得による支出 △3 △9,333

自己株式取得のための金銭の信託の増減額
（△は増加）

－ △1,002

新株予約権の発行による収入 － 13

配当金の支払額 △1,893 △1,899

非支配株主への配当金の支払額 △364 △259

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,262 188

現金及び現金同等物に係る換算差額 54 △1,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,603 △3,081

現金及び現金同等物の期首残高 21,474 19,402

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 182 357

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金
同等物の増減額（△は減少）

2,204 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,257 16,678
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、平成28年１月20日及び平成28年３月３日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読

み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその方法について決議し、当該決議に

基づき自己株式を取得いたしました。これを主な要因として、当第２四半期連結累計期間において、自己株式が

9,359百万円増加しております。

なお、当該決議に基づく、自己株式の取得について、平成28年６月６日をもって終了しております。

また、第１四半期連結会計期間より、DESGRANGES OUTILS COUPANTS S.A.等５社を重要性が増したため連結の範囲

に含めたこと及び従来連結子会社であった上海富点五金工具有限公司について出資持分を一部売却したことにより、

持分比率が低下したため連結の範囲から除外した結果、期首の利益剰余金が125百万円減少しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年12月１日 至 平成27年５月31日)

１. 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

(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 23,929 10,949 5,579 15,729 56,187 － 56,187

セグメント間の内部
売上高又は振替高

9,678 117 14 1,123 10,933 △10,933 －

計 33,608 11,066 5,593 16,852 67,120 △10,933 56,187

セグメント利益 5,711 1,701 677 3,543 11,633 △617 11,016

(注) １ 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

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。

　

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

第１四半期連結会計期間より、「欧州」セグメントにおいて、WEXO Präzisionswerkzeuge GmbH等４社を重要性

が増したため連結の範囲に含めております。なお、当該事象によるのれんの増加額は529百万円であります。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年12月１日 至 平成28年５月31日)

１. 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

(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 24,358 9,797 6,391 12,936 53,484 － 53,484

セグメント間の内部
売上高又は振替高

8,747 72 27 1,010 9,858 △9,858 －

計 33,106 9,870 6,418 13,946 63,342 △9,858 53,484

セグメント利益 5,005 1,370 669 2,440 9,486 348 9,835

(注) １ 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

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。

　

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

第１四半期連結会計期間より、「欧州」セグメントにおいて、DESGRANGES HOLDING S.A.S.等３社を重要性が増

したため連結の範囲に含めております。なお、当該事象によるのれんの増加額は919百万円であります。

また、「米州」セグメントにおいて、当第２四半期連結会計期間にAmamco Tool & Supply Co., Inc.の株式を取

得し、連結の範囲に含めております。当該事象によるのれんの増加額は1,573百万円であります。なお、のれんの

金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。

（５）販売の状況

（単位：百万円）

品 目 別
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年12月１日
　至 平成27年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年12月１日
　至 平成28年５月31日)

切削工具

ねじ切り工具 19,266 17,037

ミーリングカッター 13,059 12,591

その他切削工具 12,968 13,465

計 45,295 43,095

転造工具 5,016 4,737

測定工具 776 711

その他

機械 2,234 2,253

その他 2,863 2,686

計 5,098 4,940

合 計 56,187 53,484
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