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1.  平成24年11月期第2四半期の連結業績（平成23年12月1日～平成24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 ％

24年11月期第2四半期 42,984 9.6 7,483 40.3 7,572 52.1 3,883 51.9
23年11月期第2四半期 39,222 22.7 5,335 110.7 4,979 114.0 2,555 93.3

（注）包括利益 24年11月期第2四半期 7,137百万円 （75.7％） 23年11月期第2四半期 4,062百万円 （―％）

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

24年11月期第2四半期 40.89 39.66
23年11月期第2四半期 26.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年11月期第2四半期 124,034 70,966 51.8
23年11月期 104,373 65,347 56.9

（参考） 自己資本   24年11月期第2四半期  64,280百万円 23年11月期  59,367百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年11月期 ― 6.00 ― 12.00 18.00

24年11月期 ― 10.00

24年11月期（予想） ― 13.00 23.00

3. 平成24年11月期の連結業績予想（平成23年12月 1日～平成24年11月30日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 84,000 3.8 14,000 13.8 13,300 16.9 7,400 25.3 77.92



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

(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、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)連結業績予想に関する定性的情報」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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年11月期2Q 98,955,226 株 23年11月期 98,955,226 株

② 期末自己株式数 24年11月期2Q 3,989,602 株 23年11月期 3,988,206 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年11月期2Q 94,966,480 株 23年11月期2Q 94,968,173 株
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、新興国における回復傾向は維持しましたが、欧州で

の金融不安や中国での成長の減速など不透明な状況が続きました。国内においては、円高の継続等の懸

念はあるものの、震災以降の回復基調を維持しました。 

当精密機械工具業界においても、海外の主要市場における底堅い需要に加え、国内での自動車販売の

回復により総じて堅調に推移しました。 

当社グループにおいても、前年同期の水準が高かった中国での減少がありましたが、その他のアジア

地域、米国、欧州等の海外市場での需要は総じて高い水準で推移し、また国内における自動車生産台数

の回復等を反映して、前年同期を上回る売上高を計上しました。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ました。海外売上高比率は日本地域の売上高の増加、中国で

の減少によるアジア地域の比率の低下及び為替の変動による換算の影響等により46.9％（前年同期は

50.4％）と減少しました。 

以上の結果、売上高は429億８千４百万円（前年同期比9.6％増）、営業利益74億８千３百万円（前年

同期比40.3％増）、経常利益75億７千２百万円（前年同期比52.1％増）、四半期純利益38億８千３百万

円（前年同期比51.9％増）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、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）等が増加したことにより、前連結会計年度末（以下、「前期末」という）と比較して

196億６千万円増加し、1,240億３千４百万円となりました。 

一方、負債は短期借入金、長期借入金等が減少しましたが、転換社債型新株予約権付社債、１年内返

済予定の長期借入金等が増加したことにより、前期末と比較して140億４千２百万円増加し、530億６千

７百万円となりました。 

また、純資産は利益剰余金、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56億１千

８百万円増加し、709億６千６百万円となりました。この結果、自己資本比率は前期末と比較して5.1ポ

イント減少し、51.8％となりました。 

  

平成24年11月期の通期の連結業績予想については、平成24年１月12日発表の予想数値から変更はあり

ません。 

  

１．当四半期決算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

（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。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）

を適用しております。 

  

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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23年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,066 23,515

受取手形及び売掛金 16,396 17,827

有価証券 0 0

商品及び製品 11,283 12,314

仕掛品 3,443 3,896

原材料及び貯蔵品 4,070 5,161

その他 4,165 3,916

貸倒引当金 △160 △180

流動資産合計 50,266 66,452

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,239 13,831

機械装置及び運搬具（純額） 13,906 16,264

土地 11,635 12,077

その他（純額） 3,378 4,638

有形固定資産合計 42,159 46,811

無形固定資産   

のれん 460 403

その他 2,448 2,203

無形固定資産合計 2,909 2,607

投資その他の資産   

投資有価証券 3,400 3,490

その他 5,909 4,960

貸倒引当金 △271 △287

投資その他の資産合計 9,039 8,163

固定資産合計 54,107 57,582

資産合計 104,373 124,034

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,386 4,223

短期借入金 5,977 4,328

1年内返済予定の長期借入金 3,443 5,577

未払法人税等 1,596 1,705

賞与引当金 298 245

役員賞与引当金 310 172

その他 6,788 6,886

流動負債合計 22,800 23,139
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 － 15,000

長期借入金 13,591 11,893

退職給付引当金 268 285

役員退職慰労引当金 52 47

その他 2,313 2,702

固定負債合計 16,225 29,928

負債合計 39,025 53,067

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 50,082 52,826

自己株式 △4,829 △4,831

株主資本合計 69,854 72,596

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 715 753

繰延ヘッジ損益 △8 －

為替換算調整勘定 △11,193 △9,069

その他の包括利益累計額合計 △10,486 △8,316

少数株主持分 5,979 6,685

純資産合計 65,347 70,966

負債純資産合計 104,373 124,034
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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22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 39,222 42,984

売上原価 23,852 25,198

売上総利益 15,370 17,786

販売費及び一般管理費 10,035 10,302

営業利益 5,335 7,483

営業外収益   

受取利息 81 93

受取配当金 18 26

為替差益 － 275

その他 209 296

営業外収益合計 309 691

営業外費用   

支払利息 213 204

売上割引 268 302

社債発行費 － 22

為替差損 23 －

その他 160 73

営業外費用合計 665 602

経常利益 4,979 7,572

特別利益   

固定資産売却益 5 －

土地売却益 － 9

システム解約損失戻入益 30 －

助成金収入 － 117

その他 － 0

特別利益合計 35 127

特別損失   

固定資産売却損 19 －

固定資産除却損 19 －

ゴルフ会員権評価損 3 －

投資有価証券評価損 － 4

会員権評価損 － 4

土地売却損 － 0

特別損失合計 41 10

税金等調整前四半期純利益 4,972 7,690

法人税、住民税及び事業税 1,338 1,600

法人税等調整額 559 1,559

法人税等合計 1,898 3,159

少数株主損益調整前四半期純利益 3,074 4,530

少数株主利益 518 647

四半期純利益 2,555 3,883

オーエスジー（株）（6136） 平成24年11月期　第2四半期決算短信

- 6 -



 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22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,074 4,530

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 408 45

繰延ヘッジ損益 0 8

為替換算調整勘定 577 2,551

持分法適用会社に対する持分相当額 0 1

その他の包括利益合計 987 2,606

四半期包括利益 4,062 7,137

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,417 6,053

少数株主に係る四半期包括利益 645 1,083
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24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 4,972 7,690

減価償却費 2,696 2,637

のれん償却額 71 49

有形固定資産除却損 19 －

有形固定資産売却損益（△は益） 14 △8

投資有価証券評価損益（△は益） － 4

受取利息及び受取配当金 △100 △119

支払利息 213 204

持分法による投資損益（△は益） △1 △5

システム解約損失戻入益 △30 －

助成金収入 － △117

売上債権の増減額（△は増加） △674 △494

たな卸資産の増減額（△は増加） △356 △1,733

仕入債務の増減額（△は減少） 479 △593

未払費用の増減額（△は減少） △382 △159

その他 △504 89

小計 6,416 7,443

利息及び配当金の受取額 73 93

利息の支払額 △219 △203

助成金の受取額 30 56

法人税等の支払額 △1,471 △1,639

法人税等の還付額 46 110

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,876 5,860

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 △180 △12,084

定期預金の払戻による収入 646 223

有形固定資産の取得による支出 △4,128 △5,656

有形固定資産の売却による収入 19 41

投資有価証券の取得による支出 △3 △4

子会社株式の取得による支出 △28 △45

関係会社出資金の払込による支出 △11 －

その他 △128 △178

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,815 △17,703
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

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） 2,072 △1,924

長期借入れによる収入 － 1,051

長期借入金の返済による支出 △4,232 △730

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 － 14,977

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △761 △1,138

少数株主への配当金の支払額 △375 △257

その他 － △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,299 11,966

現金及び現金同等物に係る換算差額 106 399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,131 523

現金及び現金同等物の期首残高 13,525 10,412

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,393 10,935
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該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

 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 
  
前第２四半期連結累計期間（自 平成22年12月１日 至 平成23年５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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年12月１日 至 平成24年５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。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(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 19,722 6,218 3,226 10,055 39,222 ― 39,222

セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,835 80 5 457 7,379 △7,379 ―

計 26,558 6,298 3,232 10,512 46,602 △7,379 39,222

セグメント利益 2,568 626 428 2,210 5,834 △498 5,335

(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 22,998 6,655 3,421 9,908 42,984 ― 42,984

セグメント間の内部
売上高又は振替高

7,483 98 13 475 8,071 △8,071 ―

計 30,482 6,754 3,434 10,384 51,055 △8,071 42,984

セグメント利益 4,547 692 434 2,133 7,807 △323 7,483

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（７）販売の状況

品  目  別

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24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 14,080 15,352

ミーリングカッター 8,754 9,245

その他切削工具 8,754 10,077

計 31,589 34,675

転造工具 3,442 3,646

測定工具 538 568

その他

機械 1,152 1,682

LHS 309 251

その他 2,190 2,159

計 3,652 4,093

合 計 39,222 42,984
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