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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第94期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月９日)及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日)を適用し

ております。 

３ 第95期中の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載を省略しておりま

す。 

  

回次 第93期中 第94期中 第95期中 第93期 第94期 

会計期間 

自 平成16年 
  12月１日 
至 平成17年 
  ５月31日 

自 平成17年
  12月１日 
至 平成18年 
  ５月31日 

自 平成18年
  12月１日 
至 平成19年 
  ５月31日 

自 平成16年 
  12月１日 
至 平成17年 
  11月30日 

自 平成17年
  12月１日 
至 平成18年 
  11月30日 

売上高 (百万円) 37,094 44,177 45,731 78,130 88,862

経常利益 (百万円) 6,391 7,950 7,222 13,887 14,940

中間(当期)純利益 (百万円) 4,466 4,338 3,953 8,758 7,917

純資産額 (百万円) 50,067 64,036 69,342 54,647 66,961

総資産額 (百万円) 84,474 103,734 124,053 93,598 122,451

１株当たり純資産額 (円) 509.82 587.88 641.25 554.90 615.07

１株当たり中間(当期) 
純利益 

(円) 47.61 44.36 40.53 89.10 81.00

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期) 
純利益 

(円) 45.46 44.34 ― 86.90 80.97

自己資本比率 (％) 59.3 55.4 50.2 58.4 49.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 3,454 4,520 8,513 7,820 9,546

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,020 △7,982 △5,025 △7,200 △30,616

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,180 3,210 △3,370 △897 20,699

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 5,423 6,127 6,424 6,075 6,155

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 4,196 
4,436
(543)

4,584
(477)

4,285 4,509



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第94期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月９日)及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日)を適用し

ております。 

３ 第95期中の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載を省略しておりま

す。 

  

回次 第93期中 第94期中 第95期中 第93期 第94期 

会計期間 

自 平成16年 
  12月１日 
至 平成17年 
  ５月31日 

自 平成17年
  12月１日 
至 平成18年 
  ５月31日 

自 平成18年
  12月１日 
至 平成19年 
  ５月31日 

自 平成16年 
  12月１日 
至 平成17年 
  11月30日 

自 平成17年
  12月１日 
至 平成18年 
  11月30日 

売上高 (百万円) 21,959 23,426 23,352 45,760 46,971

経常利益 (百万円) 3,170 3,282 2,942 6,784 5,806

中間(当期)純利益 (百万円) 2,235 2,185 3,964 4,556 3,994

資本金 (百万円) 10,404 10,404 10,404 10,404 10,404

発行済株式総数 (株) 98,955,226 98,955,226 98,955,226 98,955,226 98,955,226

純資産額 (百万円) 42,726 43,915 45,956 44,317 44,330

総資産額 (百万円) 60,689 67,077 87,312 64,637 85,771

１株当たり純資産額 (円) 435.08 449.56 473.31 450.17 453.83

１株当たり中間(当期) 
純利益 

(円) 23.82 22.35 40.64 45.84 40.86

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期) 
純利益 

(円) 22.75 22.34 ― 44.71 40.85

１株当たり配当額 (円) 10.0 12.0 12.0 26.00 26.00

自己資本比率 (％) 70.4 65.5 52.6 68.6 51.7

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
1,606 
(295)

1,615
(393)

1,699
(313)

1,577 
(340)

1,658
(359)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はあ

りません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年５月31日現在 

(注) 従業員数は就業人員であります。 

臨時雇用者数(嘱託契約の従業員及び人材会社からの派遣社員を含む。)は、当中間連結会計期間の平均人員を( )外数で記

載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年５月31日現在 

(注) 従業員数は就業人員であります。 

臨時雇用者数(嘱託契約の従業員及び人材会社からの派遣社員を含む。)は、当中間会計期間の平均人員を( )外数で記載し

ております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  

事業の部門等の名称 従業員数(名)

切削工具部門 2,380(261) 

転造工具及び測定工具部門 448( 39) 

その他の製造及び製造共通部門 471( 77) 

営業部門 810( 63) 

管理部門 475( 37) 

合計 4,584(477) 

従業員数(名) 1,699(313) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における日本経済は、企業収益の改善による設備投資や好調な海外需要などにより景気は回

復基調を維持しました。海外においては、米国経済の減速傾向や原油価格の動向に先行き不透明感がありました

が、世界経済は、概ね順調に推移しました。 

当精密機械工具業界においては、国内における自動車産業の高止まり感はあるものの、自動車、金型、航空機、

造船産業など主要ユーザー業界の市況は堅調であり国内外ともに高い水準の景況を継続しました。 

当社グループにおいては、国内では自動車産業向けの伸び悩み及び需給調整の影響等により売上高は横ばいとな

りました。海外では欧州と成長市場の中国、インドが好調に推移、一方で韓国、東南アジア及びカナダ、メキシコ

は低迷と地域的に強弱のある結果となりました。 

当社グループは、中長期的な経営目標として海外売上高50％の達成、そのための施策としての海外拠点の拡充と

ユーザー業界としての自動車産業でのシェア向上を掲げてきましたが、新たに当期を開始年度とする中期経営計画

を策定し、平成21年度における達成指標を定めるとともに、集中すべき市場と技術分野の特定、(株)タンガロイと

の資本・業務提携の推進、グループ機能の効率化などの戦略を明確化しました。 

この方針に基づき、当中間連結会計期間においては国内での営業ブロック体制の見直し、製品の研究・開発部門

拠点である当社のグローバル・テクノロジーセンターの立上げ、在庫センターである(株)モリヤマの当社への吸収

合併、中国市場の強化としての営業拠点の拡充、重点製品分野として超硬ドリル、ダイヤモンド工具の開発の促進

等の施策を実施してきました。 

当中間連結会計期間における海外売上高比率は43.1％(前年同期は41.6％、平成21年度の海外売上高比率目標は

48.0％)となり着実に増加を続けています。製品種類においては、重点製品分野と位置付けている超硬ドリル、PCD

(ダイヤモンド)工具は、自動車産業向け市場開拓の進展と相俟って引き続き増加しました。(株)タンガロイとの提

携については販売、生産での具体的提携を進めています。 

売上高は前年同期比では増加しましたが、利益については売上原価率の上昇等により減少しました。以上の結

果、売上高は457億３千１百万円(前年同期比3.5％増)、営業利益は73億１千７百万円(前年同期比11.9％減)、経常

利益は72億２千２百万円(前年同期比9.2％減)、中間純利益は39億５千３百万円(前年同期比8.9％減)となりまし

た。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

(日本) 

売上高は318億７千８百万円(前年同期比0.1％減)、営業利益は41億２千２百万円(前年同期比14.5％減)となりま

した。 

主要ユーザーである自動車、設備投資関連、航空機、造船業界の景況は依然として好調であり、実需ベースでは

高い水準の需要を継続しましたが、自動車産業などにおける需要の高止まり感を反映して売上高は横ばい傾向とな

りました。 



(米州) 

売上高は79億９千２百万円(前年同期比3.0％増)、営業利益は10億７千６百万円(前年同期比17.1％減)となりまし

た。 

主要市場である北米においては、日系自動車産業の好調と米系自動車産業の不振、また航空機産業の顕著な回復

等、地域、ユーザー業界によりまだらな景況となりました。この結果、当社グループの主要顧客である日系自動車

産業の存在感が増している米国では高水準の需要を維持しましたが、カナダ、メキシコなど米系自動車産業の影響

が強い市場で低迷しました。 

  

(欧州) 

売上高は35億７千７百万円(前年同期比37.2％増)、営業利益は５億３千７百万円(前年同期比47.6％増)となりま

した。 

欧州は全般的に堅調な景況にて推移しました。イギリス、ベルギー、ドイツ、フランス、イタリア、デンマーク

など８ケ国に所在する連結子会社により欧州の主要市場を主体に、東欧市場も視野に入れた営業活動を行っていま

す。自動車産業に注力してきた営業活動が着実に成果となり新規受注案件として結実しています。地域的には、ド

イツ、フランス、イタリアが高い伸び率を達成しました。 

  

(アジア) 

売上高は83億３千万円(前年同期比0.6％減)、営業利益は15億３千７百万円(前年同期比22.5％減)となりました。

東南アジアでの市況の低迷、韓国での需給調整からの回復の遅れにより需要は減少しました。一方で、成長市場

である中国、インドでの伸びが継続した結果、売上高は微減となりました。 

当社グループは、アジア地域を重点地域のひとつと位置付け、なかでも中国とインドの市場の強化に注力してい

ます。当期においては、中国の華北、東北地区市場の統括を目的とした北京と、自動車産業の集積する武漢に営業

拠点を設立し、インドでは子会社の営業スタッフの増員により営業組織の拡充を行いました。 

  

当社グループは、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。なお、精密機械工具部門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は省略しておりますが、主な製品別の業績は次

のとおりです。 

  



(切削工具部門) 

切削工具部門の売上高は349億３千２百万円(前年同期比2.5％増)となりました。 

売上高は、主力製品であるタップが国内、東南アジア、韓国などで減少しましたが、重点製品分野として開発

と営業に注力している超硬ドリル、PCD(ダイヤモンド)工具が国内、海外ともに継続して伸びています。ダイヤモ

ンド工具については、前期末より連結子会社とした(株)日新ダイヤモンド製作所の有する単結晶ダイヤモンド工

具技術により、製品ラインが拡充しました。 

  

(転造工具部門) 

転造工具部門の売上高は41億７千３百万円(前年同期比0.6％増)となりました。 

国内では自動車関連の大手ユーザーからの好調な受注によりボルト転造用ダイス、部品転造加工用のダイスを

主体に高水準の需要を継続しました。また、自動車部品転造加工用のロートフローダイスも、自動車産業の隆盛

が続く韓国、中国、インドで伸びています。しかしながら、当製品部門において日本に次ぐ第二の売上高の規模

である米国では、米系自動車産業向けボルト転造用ダイスの需要の低迷が続きました。 

  

(測定工具部門) 

測定工具の売上高は７億８千５百万円(前年同期比11.8％増)となりました。 

加工精度を測定するねじゲージなどの測定工具は、当社グループの主要製品である切削工具やねじ転造工具と

同一のユーザーの加工現場にて使用されます。このため需要の動向はこれらの製品と同様な傾向にあるととも

に、加工技術の高精度化により測定工具に対する需要は底堅く、国内、海外ともに着実に売上高の増加を継続し

ています。 

  

(その他部門) 

その他部門の売上高は58億３千９百万円(前年同期比11.3％増)となりました。 

当製品部門に含まれる主な製品は、工作機械、特殊ねじ頭形状の精密小ねじマイクロスティックス(パソコン用

HDD、携帯電話、ゲーム機器、携帯音楽プレーヤー向けが主な用途)及び超硬工具用の原材料です。 

国内における設備投資需要を反映して工作機械の売上が増加しました。マイクロスティックスについては主用

途である携帯音楽プレーヤー用HDD向け需要の減少を補うことができず、売上高は減少しました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は64億２千４百万円となり、前

連結会計年度末に比べて２億６千８百万円増加しました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は85億１千３百万円(前年同期比 39億９千３百万円増)となりました。これは主

に税金等調整前中間純利益の72億３千８百万円と、減価償却費33億９千４百万円などの非資金項目の調整、売上

債権の増加による減少５億４百万円及び法人税等の支払額20億１千５百万円によるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果支出した資金は50億２千５百万円(前年同期比 29億５千６百万円減)となりました。これは主

に有形固定資産の取得による支出55億１千２百万円と関連会社株式売却収入７億５千６百万円によるものであり

ます。有形固定資産の取得の主なものは、当社の国内工場及び韓国における生産能力の増強を目的とした設備投

資です。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果支出した資金は33億７千万円(前年同期は、32億１千万円の収入)となりました。これは主に短

期借入による純増額44億７千５百万円、長期借入金の返済による支出56億３百万円、配当金の支払額13億７千万

円及び自己株式取得による支出10億７百万円によるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループは、精密切削工具を始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、精密機械工具部門における売上高及び営業損益は、いずれも全体の

90％超であるため事業の種類別セグメントは省略しておりますが、当中間連結会計期間における製品別の生産、受注

及び販売の状況は、次のとおりであります。 

  

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 上記のほか自社用の機械器具及び部品等の生産高が、489百万円、連結子会社使用の機械器具及び部品等の生産高が274百

万円あります。なお、当該金額は、製造原価によっております。 

  

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を製品別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

品目別 金額(百万円) 前年同期比(％)

切削工具   

  ねじ切り工具 10,917 △10.8 

  ミーリングカッター 10,164 △ 0.6 

  その他切削工具 6,736 5.8 

  計 27,818 △ 3.5 

  転造工具 3,490 2.3 

  測定工具 571 △ 1.1 

  その他 1,854 16.7 

合計 33,735 △ 2.0 

品目別 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

切削工具     

  ねじ切り工具 13,380 △2.9 2,076 △41.3 

  ミーリングカッター 12,232 △0.0 2,117 2.3 

  その他切削工具 8,757 6.2 1,214 △14.1 

  計 34,370 0.3 5,408 △23.0 

  転造工具 4,198 4.2 973 0.8 

  測定工具 794 13.5 102 38.5 

  その他 5,349 6.3 873 13.2 

合計 44,713 1.6 7,358 △16.7 



(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を製品別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、当該割合が100分の10を超えている相手先がないた

め、記載を省略しております。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

品目別 金額(百万円) 前年同期比(％)

切削工具   

  ねじ切り工具 13,486 △0.9 

  ミーリングカッター 11,948 0.3 

  その他切削工具 9,498 11.0 

  計 34,932 2.5 

  転造工具 4,173 0.6 

  測定工具 785 11.8 

  その他 5,839 11.3 

合計 45,731 3.5 



４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループは、世界市場でのシェアアップを目指し、国際競争力のある製品を開発するため、基礎研究から応用

研究に至るまで積極的な研究開発活動を行っています。研究開発活動は当社のデザインセンター、R&Dセンターの部門

を中心に行っており、長期的な基礎研究については、大学、国公立の研究機関との共同研究も行っています。 

デザインセンターは、タップ、エンドミル、ドリル、転造及びゲージ等の製品開発や改良を行っています。スロー

アウェイ工具は、資本・業務提携先の(株)タンガロイとの共同研究開発を行っています。研究開発体制強化のため、

各工場に分散していた製品試作・切削試験機械及び開発者をデザインセンター内に開設したグローバルテクノロジー

センターに集約しました。 

R&Dセンターは、PVDコーティング及びダイヤモンドコーティングを含む表面処理技術、CBN及びPCDダイヤモンドツ

ール、高速度鋼材料、熱処理技術及び最新の加工技術の研究開発を行っています。超硬合金材料の研究開発は、連結

子会社である日本ハードメタル(株)との共同研究開発体制を採っています。当中間連結会計期間の研究開発費は、５

億３千８百万円です。 

主な製品別の研究開発の成果は以下のとおりです。 

① 穴あけ加工工具(ねじ切工具・ドリル) 

自動車、金型産業向けの工具の開発を主体にした研究開発活動を継続的に行っています。自動車産業において

は、ユーザーに合わせた加工技術に対応すべく、人員を増強し供給メーカーとしての対応力を強化しました。ま

た、航空機産業における旅客機用の新たなプロジェクトによる量産化がスタートしたことに伴い、加工素材の難

削材に対応した工具の開発を行いました。 

② ミーリングカッター 

プラスチック、ダイキャスト、プレス金型業界のそれぞれの特性に応じた生産効率の向上を提案すべく工具と

加工条件を総合的な価値として提供することを課題とした研究開発に取り組んでいます。工具そのものの開発改

良を行うとともに、CAD/CAMを使用してのカッターパスや多様な被削材に対応した切削条件の研究を行いました。

③ 転造工具 

多様なユーザーニーズを迅速に反映する製品開発と改良に対応する研究開発を行っています。自動作図システ

ムの導入により、製品設計の開発、試作、テスト、改良の開発期間を短縮しました。 

④ 表面処理 

PVDコーティング、ダイヤモンドコーティング及び窒化処理技術の基礎研究と最新の表面処理技術の応用開発を

行っています。当期においては、超硬エンドミル用WXLコーティングの品質向上、ドリル及びハイス専用の新コー

ティングの開発を行い、耐久の向上を図りました。ダイヤモンドコーティングでは、航空機や自動車の部品素材

として急増している炭素繊維材料加工用に最適形状との組み合わせで長寿命化と量産技術の開発を行いました。

また、DLC(Diamond Like Carbon)コーティングの改良により、アルミ加工の高能率化を実現しました。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

該当事項はありません。 

  

(3) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

  

(4) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

  

② 【発行済株式】 
  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年５月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年８月20日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 98,955,226 98,955,226

東京証券取引所
(市場第一部) 
名古屋証券取引所 
(市場第一部) 

― 

計 98,955,226 98,955,226 ― ― 



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年５月31日現在 

(注) 上記以外に当社の自己株式(1,858千株、持株比率1.87％)があります。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成18年12月１日～ 
平成19年５月31日 

― 98,955,226 ― 10,404 ― 12,051

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 6,685 6.75

ベア スターンズ アンド カン
パニー 
(常任代理人 シティバンク・エ
ヌ・エイ東京支店) 

ONE METROTECH CENTER NORTH, 
BROOKLYN, NY 11201 
(東京都品川区東品川二丁目３番14号) 

6,107 6.17

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 5,190 5.24

ゴールドマン・サックス・インタ
ーナショナル 
(常任代理人 ゴールドマン・サ
ックス証券株式会社) 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 
2BB,U.K 
(東京都港区六本木六丁目10番１号) 

2,549 2.57

オーエスジー持株会 愛知県豊川市本野ヶ原三丁目22番地 2,414 2.44

オーエスジーエージェント会 愛知県豊川市本野ヶ原三丁目22番地 2,314 2.33

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１番地 2,100 2.12

財団法人大澤科学技術振興財団 東京都大田区南馬込三丁目25番４号 1,521 1.53

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行) 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

1,417 1.43

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 1,264 1.27

計 ― 31,564 31.90



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年５月31日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,200株(議決権の数22個)含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年５月31日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

役員の異動 

  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 

1,858,900 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

96,925,300 
969,253 ― 

単元未満株式 
普通株式 

171,026 
― ― 

発行済株式総数 98,955,226 ― ― 

総株主の議決権 ― 969,253 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
オーエスジー㈱ 

愛知県豊川市本野ヶ原 
三丁目22番地 

1,858,900 ― 1,858,900 1.87

計 ― 1,858,900 ― 1,858,900 1.87

月別 平成18年12月 平成19年１月 平成19年２月 平成19年３月 平成19年４月 平成19年５月

高(円) 1,985 2,120 2,105 1,950 1,802 1,818

低(円) 1,846 1,685 1,851 1,732 1,644 1,570

新役名 旧役名 氏名 異動年月日 

常勤監査役 監査役 松 下   滋 平成19年６月１日 

監査役 常勤監査役 加 藤 晃 司 平成19年６月１日 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間（平成17年12月１日から平成18年５月31日まで）は改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成18年12月１日から平成19年５月31日まで）は改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間（平成17年12月１日から平成18年５月31日まで）は改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年12月１日から平成19年５月31日まで）は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年12月１日から平成18年５月31日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成18年12月１日から平成19年５月31日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(平成17年12月１日から平成18年５月31日まで)及び当中間会計期間(平成18年12月１日から平成19年５月31日まで)の

中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年５月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※２ 6,243 6,544 6,321 

２ 受取手形及び売掛金 17,648 18,667 17,901 

３ 有価証券 2 0 1 

４ たな卸資産 21,602 21,604 21,557 

５ 繰延税金資産 1,701 1,144 1,238 

６ その他 1,982 1,474 2,131 

貸倒引当金 △210 △206 △191 

流動資産合計 48,970 47.2 49,228 39.7 48,961 40.0

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物 ※1,2 13,538 18,866 14,111 

(2) 機械装置及び運搬具 ※1,2 16,661 18,812 18,287 

(3) 土地 ※２ 10,093 11,153 10,289 

(4) その他 ※1,2 6,046 2,997 7,501 

有形固定資産合計 46,339 44.7 51,830 41.8 50,190 41.0

２ 無形固定資産   

(1) 連結調整勘定 1,007 ― 1,150 

(2) のれん ― 1,059 ― 

(3) その他 777 1,181 850 

無形固定資産合計 1,785 1.7 2,241 1.8 2,000 1.6

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※２ 3,986 18,175 18,901 

(2) 繰延税金資産 1,252 602 689 

(3) その他 1,630 2,209 1,940 

貸倒引当金 △231 △234 △231 

投資その他の資産合計 6,638 6.4 20,753 16.7 21,299 17.4

固定資産合計 54,764 52.8 74,824 60.3 73,490 60.0

資産合計 103,734 100.0 124,053 100.0 122,451 100.0

      



  

  

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年５月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 ※２ 5,222 5,126 5,039 

２ 短期借入金 ※２ 4,401 20,109 15,650 

３ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※２ 5,361 4,696 8,142 

４ 未払法人税等 2,585 2,287 1,677 

５ 未払費用 5,174 4,872 5,155 

６ 役員賞与引当金 106 108 219 

７ その他 2,271 2,137 2,445 

流動負債合計 25,124 24.2 39,338 31.7 38,329 31.3

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※２ 10,591 13,727 15,582 

２ 退職給付引当金 3,072 689 694 

３ 役員退職慰労引当金 27 35 38 

４ 繰延税金負債 405 372 331 

５ その他 477 547 513 

固定負債合計 14,574 14.1 15,372 12.4 17,161 14.0

負債合計 39,698 38.3 54,710 44.1 55,490 45.3

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 10,404 10,404 10,404 

２ 資本剰余金 14,351 14,351 14,351 

３ 利益剰余金 34,904 39,886 37,300 

４ 自己株式 △1,781 △2,793 △1,786 

株主資本合計 57,878 55.7 61,848 49.9 60,269 49.2

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

1,172 926 909 

２ 繰延ヘッジ損益 4 15 1 

３ 為替換算調整勘定 △1,628 △526 △1,099 

評価・換算差額等 
合計 

△451 △0.4 415 0.3 △188 △0.1

Ⅲ 少数株主持分 6,609 6.4 7,079 5.7 6,879 5.6

純資産合計 64,036 61.7 69,342 55.9 66,961 54.7

負債純資産合計 103,734 100.0 124,053 100.0 122,451 100.0

    



② 【中間連結損益計算書】 
  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    44,177 100.0 45,731 100.0   88,862 100.0

Ⅱ 売上原価    26,575 60.2 28,339 62.0   54,376 61.2

売上総利益    17,601 39.8 17,392 38.0   34,485 38.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  9,300 21.0 10,074 22.0   19,030 21.4

営業利益    8,301 18.8 7,317 16.0   15,455 17.4

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息   62   71 150   

２ 受取配当金   5   5 31   

３ 持分法による 
投資利益   ―   49 43   

４ 仕入割引   47   43 92   

５ 為替差益   ―   161 36   

６ その他   204 320 0.7 335 666 1.5 433 787 0.9

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   165   277 450   

２ 売上割引   341   335 678   

３ 為替差損   60   ― ―   

４ 持分法による 
  投資損失   9   ― ―   

５ その他   93 671 1.5 149 761 1.7 172 1,301 1.5

経常利益    7,950 18.0 7,222 15.8   14,940 16.8

Ⅵ 特別利益          

１ 投資有価証券売却益   41   58 327   

２ 固定資産売却益 ※２ 8   95 34   

３ 貸倒引当金戻入益   ―   5 6   
４ 退職給付制度間 

移行利益   ―   ― 75   

５ その他   ― 50 0.1 1 160 0.3 ― 443 0.5

Ⅶ 特別損失          

１ 固定資産除却損 ※３ 129   70 231   

２ 固定資産売却損 ※４ 17   6 67   

３ 投資有価証券売却損   ―   5 3   

４ 投資有価証券評価損   3   ― 0   

５ 役員退職慰労金   ―   14 34   

６ 減損損失 ※５ 53   ― 56   

７ ゴルフ会員権評価損   9   ― 13   

８ 子会社整理損   ―   47 ―   

９ その他   0 213 0.5 ― 144 0.3 ― 407 0.5

税金等調整前中間 
(当期)純利益    7,787 17.6 7,238 15.8   14,976 16.8

法人税、住民税及び 
事業税   2,892   2,605 4,842   

法人税等調整額   △62 2,830 6.4 192 2,797 6.1 1,050 5,893 6.6

少数株主利益    618 1.4 486 1.1   1,165 1.3

中間(当期)純利益    4,338 9.8 3,953 8.6   7,917 8.9

           



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年11月30日残高(百万円) 10,404 14,380 32,356 △850 56,291 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △1,569   △1,569 

 利益処分による役員賞与     △216   △216 

 中間純利益     4,338   4,338 

 持分法適用会社の増加に伴う 
 剰余金減少高 

    △6   △6 

 自己株式の取得       △1,010 △1,010 

 自己株式の処分   △29   79 50 

株主資本以外の項目の中間連結 
会計期間中の変動額(純額) 

          

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円) 

― △29 2,547 △930 1,587 

平成18年５月31日残高(百万円) 10,404 14,351 34,904 △1,781 57,878 

  

評価・換算差額等 
少数株主 
持分 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成17年11月30日残高(百万円) 1,026 ― △2,670 △1,643 5,736 60,384 

中間連結会計期間中の変動額             

 剰余金の配当           △1,569 

 利益処分による役員賞与           △216 

 中間純利益           4,338 

 持分法適用会社の増加に伴う 
 剰余金減少高 

          △6 

 自己株式の取得           △1,010 

 自己株式の処分           50 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額(純額) 

145 4 1,041 1,192 872 2,064 

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円) 

145 4 1,041 1,192 872 3,651 

平成18年５月31日残高(百万円) 1,172 4 △1,628 △451 6,609 64,036 



当中間連結会計期間(自 平成18年12月１日 至 平成19年５月31日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年11月30日残高(百万円) 10,404 14,351 37,300 △1,786 60,269 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △1,367   △1,367 

 中間純利益     3,953   3,953 

 自己株式の取得       △1,007 △1,007 

株主資本以外の項目の中間連結 
会計期間中の変動額(純額) 

          

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円) 

― ― 2,586 △1,007 1,578 

平成19年５月31日残高(百万円) 10,404 14,351 39,886 △2,793 61,848 

  

評価・換算差額等 
少数株主 
持分 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年11月30日残高(百万円) 909 1 △1,099 △188 6,879 66,961 

中間連結会計期間中の変動額             

 剰余金の配当           △1,367 

 中間純利益           3,953 

 自己株式の取得           △1,007 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額(純額) 

17 13 572 603 199 803 

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円) 

17 13 572 603 199 2,381 

平成19年５月31日残高(百万円) 926 15 △526 415 7,079 69,342 



前連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

  

  

  

  

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年11月30日残高(百万円) 10,404 14,380 32,356 △850 56,291 

連結会計年度中の変動額           

 剰余金の配当     △2,741   △2,741 

 役員賞与     △224   △224 

 当期純利益     7,917   7,917 

 持分法適用会社の増加に伴う 
 剰余金減少高 

    △6   △6 

 自己株式の取得       △1,015 △1,015 

 自己株式の処分   △29   79 50 

 その他     △1   △1 

株主資本以外の項目の連結会計 
年度中の変動額(純額) 

          

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

― △29 4,943 △935 3,977 

平成18年11月30日残高(百万円) 10,404 14,351 37,300 △1,786 60,269 

  

評価・換算差額等
少数株主 
持分 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成17年11月30日残高(百万円) 1,026 ― △2,670 △1,643 5,736 60,384 

連結会計年度中の変動額             

 剰余金の配当           △2,741 

 役員賞与           △224 

 当期純利益           7,917 

 持分法適用会社の増加に伴う 
 剰余金減少高 

          △6 

 自己株式の取得           △1,015 

 自己株式の処分           50 

 その他           △1 

株主資本以外の項目の連結会計 
年度中の変動額(純額) 

△117 1 1,571 1,455 1,143 2,598 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△117 1 1,571 1,455 1,143 6,576 

平成18年11月30日残高(百万円) 909 1 △1,099 △188 6,879 66,961 



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日)

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 税金等調整前中間(当期) 
純利益 

 7,787 7,238 14,976

２ 減価償却費  2,793 3,394 6,120

３ 減損損失  53 ― 56

４ 連結調整勘定償却額  63 ― 148

５ のれん償却額  ― 61 ―

６ 子会社整理損  ― 47 ―

７ 貸倒引当金の 
増減額(減少：△) 

 △2 16 △26

８ 役員賞与引当金の 
増減額(減少：△) 

 106 △110 219

９ 退職給付引当金の 
増減額(減少：△) 

 △1 △6 △2,388

10 役員退職慰労引当金の 
増減額(減少：△) 

 △40 △3 △29

11 有形固定資産の除却損  129 70 231

12 有形固定資産の売却益  ― △95 ―

13 投資有価証券の売却益  △41 △58 △327

14 受取利息及び受取配当金  △67 △77 △182

15 支払利息  165 277 450

16 持分法による投資 
損益(利益：△) 

 9 △49 △43

17 売上債権の 
増減額(増加：△) 

 △940 △504 △833

18 たな卸資産の 
増減額(増加：△) 

 △1,599 104 △1,274

19 仕入債務の 
増減額(減少：△) 

 △319 △106 △670

20 未払費用の 
増減額(減少：△) 

 65 △200 △48

21 その他  △220 733 △397

小計  7,941 10,731 15,982

22 利息及び配当金の受取額  70 78 214

23 利息の支払額  △158 △280 △434

24 法人税等の支払額  △3,332 △2,015 △6,216

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 4,520 8,513 9,546



  

  
  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日)

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 定期預金の 
預入による支出 

 △6 △3 △53

２ 定期預金の 
払戻による収入 

 40 49 62

３ 有価証券の 
売却による収入 

 ― 1 0

４ 投資有価証券の 
取得による支出 

 △8 △63 △15,669

５ 投資有価証券の 
売却による収入 

 67 277 424

６ 有形固定資産の 
取得による支出 

 △8,063 △5,512 △14,840

７ 有形固定資産の 
売却による収入 

 136 199 431

８ 子会社株式等の 
取得による支出 

 △35 △257 △819

９ 関連会社株式の 
取得による支出 

 ― △74 ―

10 関連会社株式の 
売却による収入 

 ― 756 ―

11 その他  △113 △398 △153

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △7,982 △5,025 △30,616



  

  
  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日)

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金の 
純増減額(減少：△) 

 △1,417 4,475 9,735

２ 長期借入れによる収入  8,041 274 16,279

３ 長期借入金の 
返済による支出 

 △600 △5,603 △1,335

４ 社債の発行による収入  ― ― 15,500

５ 社債の償還による支出  ― ― △15,500

６ 配当金の支払額  △1,564 △1,370 △2,734

７ 少数株主への配当金の 
支払額 

 △238 △139 △248

８ 自己株式の取得による支出  △1,010 △1,007 △1,015

９ その他  ― ― 19

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,210 △3,370 20,699

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 201 151 348

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増加(減少)額 

 △49 268 △22

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 6,075 6,155 6,075

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び 
現金同等物の増加額 

 101 ― 101

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 6,127 6,424 6,155

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 
(1) 連結子会社 

子会社のうち連結の範囲に含
めたのは、次の47社でありま
す。 
国内連結子会社 ……… 15社 

大宝産業株式会社 
株式会社オーモリ 
株式会社モリヤマ 
日本ハードメタル株式会社 
株式会社青山製作所 
大高精工株式会社 
株式会社エスデイ製作所 
ORS株式会社 
三和精機株式会社 
オーエスジーコーティング
サービス株式会社 
株式会社オータケ 
株式会社日清機工 
オーエスジーシステムプロ
ダクツ株式会社 
株式会社ノダ精工 
株式会社金型コンサル※１ 

在外連結子会社 ……… 32社 

  

OSG Tap and Die, Inc. 
(米国)

OSG Canada Ltd. 
(カナダ)

NSA Precision Canada  
Ltd. ※２ 

(カナダ)
OSG Royco, S.A. de C.V. 

(メキシコ)
Quality Carbide Tool  
Inc. 

(米国)
Carbide Cutting Tool  
PVT,LTD. 

(インド)
Cutting Tool  
Innovations,Inc. 

(米国)
Corporacion Arrendadora 
de Maquinas Para  
Produccion, S.A. de C.V.

(メキシコ)
Sterling Die,Inc. 

(米国)
OSG Power Tools, Inc. 

(米国)
NAS Precision,Inc. ※１

(米国)
OSG Ferramentas de  
Precisâo Ltda. 

(ブラジル)
OSG Europe Limited 

(英国)
OSG UK Limited 

(英国)
OSG Limited 

(英国)

１ 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 

子会社のうち連結の範囲に含
めたのは、次の46社でありま
す。 
国内連結子会社 ……… 15社 

大宝産業株式会社 
株式会社オーモリ 
日本ハードメタル株式会社 
株式会社青山製作所 
大高精工株式会社 
株式会社エスデイ製作所 
ORS株式会社 
三和精機株式会社 
オーエスジーコーティング
サービス株式会社 
株式会社オータケ 
株式会社日清機工 
オーエスジーシステムプロ
ダクツ株式会社 
株式会社ノダ精工 
株式会社金型コンサル 
株式会社日新ダイヤモンド
製作所 

在外連結子会社 ……… 31社 

  

OSG Tap and Die, Inc.
(米国)

OSG Canada Ltd.
(カナダ)

NSA Precision Canada 
Ltd.  

(カナダ)
OSG Royco, S.A. de C.V. 

(メキシコ)
Quality Carbide Tool 
Inc. 

(米国)
Carbide Cutting Tool 
PVT,LTD. 

(インド)
Corporacion Arrendadora 
de Maquinas Para  
Produccion, S.A. de C.V.

(メキシコ)
Sterling Die,Inc.

(米国)
OSG Power Tools, Inc.

(米国)
NAS Precision,Inc.

(米国)
OSG Ferramentas de 
Precisâo Ltda. 

(ブラジル)
OSG Europe Limited

(英国)
OSG UK Limited

(英国)
OSG Limited

(英国)

１ 連結の範囲に関する事項 
(1) 連結子会社 

子会社のうち連結の範囲に含
めたのは、次の49社でありま
す。 
国内連結子会社 ……… 16社 

大宝産業株式会社 
株式会社オーモリ 
株式会社モリヤマ 
日本ハードメタル株式会社 
株式会社青山製作所 
大高精工株式会社 
株式会社エスデイ製作所 
ORS株式会社 
三和精機株式会社 
オーエスジーコーティング
サービス株式会社 
株式会社オータケ 
株式会社日清機工 
オーエスジーシステムプロ
ダクツ株式会社 
株式会社ノダ精工 
株式会社金型コンサル※１ 
株式会社日新ダイヤモンド
製作所 ※３ 

在外連結子会社 ……… 33社 
OSG Tap and Die, Inc. 

(米国)
OSG Canada Ltd. 

(カナダ)
NAS Precision Canada  
Ltd. ※２ 

(カナダ)
OSG Royco, S.A. de C.V. 

(メキシコ)
Quality Carbide Tool  
Inc.  

(米国)
Carbide Cutting Tool  
PVT,LTD.  

(インド)
Cutting Tool  
Innovations,Inc. ※４ 

(米国)
Sterling Die, Inc. 

(米国)
OSG Power Tools,Inc. 

(米国)
NAS Precision,Inc. ※１

(米国)
Corporacion Arrendadora 
de Maquinas Para  
Produccion, S.A. de C.V.

(メキシコ)
OSG Ferramentas de  
Precisâo Ltda. 

(ブラジル)
OSG Europe Limited  

(英国)
OSG UK Limited 

(英国)
OSG Limited  

(英国)
OSG Europe S.A. 

(ベルギー)
OSG Belgium s.a.n.v. 
※５ 

(ベルギー)



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

※１ 株式会社金型コンサル

及 び NAS  Precision, 

Inc．は重要性が増し

たため連結の範囲に含

めております。 

※２ NAS Precision Canada 

Ltd.は新規設立によ

り、連結の範囲に含め

ております。 

OSG Europe S.A. 
(ベルギー)

OSG A.I.M.O. S.A. 
(ベルギー)

OSG A.I.M.O. France  
s.a.r.l. 

(フランス)
OSG Nederland b.v. 

(オランダ)
OSG Scandinavia A/S  

(デンマーク)
OSG Tooling Iberica,S.L.

(スペイン)
OSG GmbH 

(ドイツ)
OSG ITALIA S.R.L. 

(イタリア)
OSG Asia Pte Ltd. 

(シンガポール)
OSG (Thailand) Co., Ltd. 

(タイ)
OSG Manufacturing  
(Thailand) Co., Ltd. 

(タイ)
Taiho Tool (BVI) Inc. 

(英領バージン諸島)
大宝精密工具股份有限公司

(台湾)
大宝(東莞)模具切削工具有
限公司 

(中国)
欧士机(上海)精密工具有限
公司 

(中国)
奥斯机(上海)精密工具有限
公司 

(中国)
韓国OSG株式会社 

(韓国)

OSG Europe S.A.
(ベルギー)

OSG Belium s.a.n.v
(ベルギー)

OSG France s.a.r.l.
(フランス)

OSG Nederland b.v.
(オランダ)

OSG Scandinavia A/S 
(デンマーク)

OSG Tooling Iberica,S.L.
(スペイン)

OSG GmbH
(ドイツ)

Hans Esslinger GmbH
(ドイツ)

OSG ITALIA S.R.L.
(イタリア)

OSG Asia Pte Ltd.
(シンガポール)

OSG (Thailand) Co., Ltd. 
(タイ)

OSG Manufacturing 
(Thailand) Co., Ltd. 

(タイ)
大宝精密工具股份有限公司

(台湾)
大宝(東莞)模具切削工具有
限公司 

(中国)
欧士机(上海)精密工具有限
公司 

(中国)
奥斯机(上海)精密工具有限
公司 

(中国)
韓国OSG株式会社

(韓国)
(注)※１ 株式会社金型コンサル

及 び NAS  Precision, 
Inc.は重要性が増した
ため連結の範囲に含め
ております。 

※２ NAS Precision Canada 
Ltd.は新規設立によ
り、連結の範囲に含め
ております。 

※３ 株式会社日新ダイヤモ
ンド製作所及びHans 
Esslinger GmbHは株式
の取得により連結子会
社となりました。 

※ ４  Cutting  Tool 
Innovations,Inc.は連
結の範囲に含めており
ましたが、当期中に清
算を結了しておりま
す。 

※５ OSG A.I.M.O. S.A.及
び OSG  A.I.M.O. 
France  s.a.r.l.は平
成18年10月１日より、
それぞれOSG Belgium 
s.a.n.v.ならびにOSG 
France  s.a.r.l.に社
名を変更いたしまし
た。 

OSG France s.a.r.l. 
※５ 

(フランス)
OSG Nederland b.v.  

(オランダ)
OSG Scandinavia A/S 

(デンマーク)
OSG Tooling Iberica,S.L.

(スペイン)
OSG GmbH  

(ドイツ)
Hans Esslinger GmbH 
※３ 

(ドイツ)
OSG ITALIA S.R.L. 

(イタリア)
OSG Asia Pte Ltd. 

(シンガポール)
OSG (Thailand) Co., Ltd.

(タイ)
OSG Manufacturing  
(Thailand) Co.,Ltd. 

(タイ)
Taiho Tool (BVI) Inc. 

(英領バージン諸島)
大宝精密工具股份有限公司

(台湾)
大宝(東莞)模具切削工具有
限公司 

(中国)
欧士机(上海)精密工具有限
公司 

(中国)
奥斯机(上海)精密工具有限
公司 

(中国)
韓国OSG株式会社 

(韓国)



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

(2) 非連結子会社 
連結の範囲内から除外した非

連結子会社 
………… ６社(在外 ５社) 
株式会社マコ・コーポレーシ
ョン 
HIGH-TECH TOOLS LIMITED(中
国) 
OSG(INDIA)PVT, LTD(インド) 
青島好泰机械有限公司(中国) 
OSG Ferramentas de 
Precisâo da Amazonia 
Ltda.(ブラジル) ※１ 
Hans  Esslinger  GmbH(ドイ
ツ) ※２ 
上記の非連結子会社は小規模

会社であり、合計の総資産、売
上高、中間純損益(持分に見合
う額)及び利益剰余金(持分に見
合う額)等は、いずれも中間連
結財務諸表に重要な影響を及ぼ
しておりません。 
※１ OSG  Ferramentas  de 

Precisâo da Amazonia 
Ltda.(ブラジル)は、
新規設立により子会社
となりました。 

※２ Hans Esslinger GmbH 
(ドイツ)は、株式の取
得により子会社となり
ました。 

(2) 非連結子会社
連結の範囲内から除外した非

連結子会社 
………… ５社(在外４社) 
株式会社マコ・コーポレーシ
ョン 
HIGH-TECH TOOLS LIMITED(中
国) 
OSG(INDIA)PVT, LTD(インド) 
青島好泰机械有限公司(中国) 
OSG Ferramentas de 
Precisâo da Amazonia 
Ltda.(ブラジル) 
上記の非連結子会社は小規模

会社であり、合計の総資産、売
上高、中間純損益(持分に見合
う額)及び利益剰余金(持分に見
合う額)等は、いずれも中間連
結財務諸表に重要な影響を及ぼ
しておりません。 
  
  

(2) 非連結子会社 
連結の範囲から除外した非連

結子会社 
………… ５社(在外４社) 
株式会社マコ・コーポレーシ
ョン 
HIGH-TECH TOOLS LIMITED(中
国) 
OSG(INDIA)PVT,LTD(インド) 
青島好泰机械有限公司(中国) 
OSG Ferramentas de  
Precisâo da Amazonia  
Ltda. ※１   (ブラジル) 
※１ OSG  Ferramentas  de 

Precisâo da Amazonia 
Ltda.(ブラジル)は、
新規設立により子会社
となりました。 

上記の非連結子会社は小規模
会社であり、合計の総資産、売
上高、当期純損益(持分に見合
う額)及び利益剰余金(持分に見
合う額)等は、いずれも連結財
務諸表に重要な影響を及ぼして
おりません。 
  

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 
(1) 持分法適用関連会社 

………… ２社 
株式会社ナステック 
株式会社降矢技研※１ 

※１ 株式会社降矢技研は重
要性が増したため持分
法の範囲に含めており
ます。 

(1) 持分法適用関連会社
………… １社 

株式会社ナステック※１ 
※１ 当社は当中間連結会計

期間中に株式会社ナス
テックの全株式を売却
いたしましたが、売却
時までの持分法を適用
した損益を認識してお
ります。 

(1) 持分法を適用した非連結子会
社及び関連会社 
………… ２社 
関連会社 

株式会社ナステック 
株式会社降矢技研※１ 

※１ 株式会社降矢技研は重
要性が増したため持分
法の範囲に含めました
が、当期中に全株式を
売却したため、売却時
までの持分法を適用し
た損益を認識しており
ます。 

(2) 持分法を適用していない非連
結子会社 
………… ６社(在外 ５社) 

株式会社マコ・コーポレー
ション 
HIGH-TECH TOOLS LIMITED 
(中国) 
OSG(INDIA)PVT, LTD(イン
ド) 
青島好泰机械有限公司(中
国) 
OSG Ferramentas de 
Precisâo da Amazonia  
Ltda.(ブラジル) 
Hans Esslinger GmbH(ドイ
ツ) 

(2) 持分法を適用していない非連
結子会社 
………… ５社(在外４社) 

株式会社マコ・コーポレー
ション 
HIGH-TECH TOOLS LIMITED 
(中国) 
OSG(INDIA)PVT, LTD(イン
ド) 
青島好泰机械有限公司(中
国) 
OSG Ferramentas de 
Precisâo da Amazonia  
Ltda.(ブラジル) 

  持分法を適用していない関連
会社 
………… １社 

株式会社クラークソン 

(2) 持分法を適用していない非連
結子会社 
………… ５社(在外４社) 

株式会社マコ・コーポレー
ション 
HIGH-TECH TOOLS LIMITED 
(中国) 
OSG(INDIA)PVT, LTD(イン
ド) 
青島好泰机械有限公司(中
国) 
OSG Ferramentas de  
Precisâo da Amazonia  
Ltda.(ブラジル) 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

上記の非連結子会社は、それ

ぞれ中間連結純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重

要性がないため、これらの会

社に対する投資については持

分法の適用範囲から除外して

おります。 

上記の非連結子会社及び関連

会社は、それぞれ中間連結純

損益(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う額)等

に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がな

いため、これらの会社に対す

る投資については持分法の適

用範囲から除外しておりま

す。 

上記の非連結子会社及び関連

会社は、それぞれ当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないた

め、これらの会社に対する投

資については、持分法の適用

範囲から除外しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

９月30日を決算日とする連結子

会社 ……………………… 25社 

下記の連結子会社25社は中間連

結財務諸表の作成において、３

月31日を中間決算日とした中間

決算を行っております。 

OSG Tap and Die, Inc. 

OSG Canada Ltd. 

Quality Carbide Tool Inc. 

Carbide Cutting Tool PVT, 

LTD. 

Cutting Tool Innovations,  

Inc. 

Sterling Die, Inc. 

OSG Power Tools, Inc. 

NAS Precision,Inc. 

NAS Precision Canada Ltd. 

OSG Ferramentas de  

Precisâo Ltda. 
OSG Europe Limited 

OSG UK Limited 

OSG Limited 

OSG Europe S.A. 

OSG A.I.M.O. S.A. 

OSG A.I.M.O. France  

s.a.r.l. 

OSG Nederland b.v. 

OSG Scandinavia A/S 

OSG Tooling Iberica,S.L. 

OSG GmbH 

OSG ITALIA S.R.L. 

OSG Asia Pte Ltd. 

OSG (Thailand) Co., Ltd. 

OSG Manufacturing  

(Thailand) Co., Ltd. 

韓国OSG株式会社 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

９月30日を決算日とする連結子

会社 ……………………… 25社 

下記の連結子会社25社は中間連

結財務諸表の作成において、３

月31日を中間決算日とした中間

決算を行っております。 

OSG Tap and Die, Inc. 

OSG Canada Ltd. 

Quality Carbide Tool Inc. 

Carbide Cutting Tool PVT, 

LTD. 

Sterling Die, Inc. 

OSG Power Tools, Inc. 

NAS Precision,Inc. 

NAS Precision Canada Ltd. 

OSG Ferramentas de  

Precisâo Ltda. 
OSG Europe Limited 

OSG UK Limited 

OSG Limited 

OSG Europe S.A. 

OSG Belgium s.a.n.v. 

OSG France s.a.r.l. 

OSG Nederland b.v. 

OSG Scandinavia A/S 

OSG Tooling Iberica,S.L. 

OSG GmbH 

Hans Esslinger GmbH 

OSG ITALIA S.R.L. 

OSG Asia Pte Ltd. 

OSG (Thailand) Co., Ltd. 

OSG Manufacturing  

(Thailand) Co., Ltd. 

韓国OSG株式会社 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

９月30日を決算日とする連結子

会社 ……………………… 26社 

OSG Tap and Die, Inc. 

OSG Canada Ltd. 

Quality Carbide Tool Inc. 

Carbide Cutting Tool PVT, 

LTD. 

Cutting Tool Innovations, 

Inc. 

Sterling Die, Inc. 

OSG Power Tools,Inc. 

NAS Precision, Inc. 

NAS Precision Canada Ltd. 

OSG Ferramentas de  

Precisâo Ltda. 
OSG Europe Limited 

OSG UK Limited 

OSG Limited 

OSG Europe S.A. 

OSG Belgium s.a.n.v. 

OSG France s.a.r.l. 

OSG Nederland b.v. 

OSG Scandinavia A/S 

OSG Tooling Iberica,S.L. 

OSG GmbH 

Hans Esslinger GmbH 

OSG ITALIA S.R.L. 

OSG Asia Pte Ltd. 

OSG (Thailand) Co., Ltd. 

OSG Manufacturing  

(Thailand) Co.,Ltd. 

韓国OSG株式会社 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

10月31日を決算日とする連結子

会社 ……………………… １社 

下記の連結子会社は中間連結財

務諸表の作成において、４月30

日を中間決算日とした中間決算

を行っております。 

三和精機株式会社 

10月31日を決算日とする連結子

会社 ……………………… １社 

下記の連結子会社は中間連結財

務諸表の作成において、４月30

日を中間決算日とした中間決算

を行っております。 

三和精機株式会社 

10月31日を決算日とする連結子

会社 ……………………… １社 

三和精機株式会社 

12月31日を決算日とする連結子

会社 ……………………… ７社 

下記の連結子会社７社は中間連

結財務諸表の作成において、３

月31日を中間仮決算日とした中

間決算を行っております。 

OSG Royco, S.A. de C.V. 

Corporacion Arrendadora de 

Maquinas Para Produccion,  

S.A. de C.V. 

Taiho Tool (BVI) Inc. 

大宝精密工具股份有限公司 

大宝(東莞)模具切削工具有限

公司 

欧士机(上海)精密工具有限公

司 

奥斯机(上海)精密工具有限公

司 

中間連結財務諸表の作成にあ

たっては、これらの連結子会社

の３月31日又は４月30日現在の

中間財務諸表を使用しておりま

す。 

なお、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引について

は、連結上必要な処理を行って

おります。 

12月31日を決算日とする連結子

会社 ……………………… ６社 

下記の連結子会社６社は中間連

結財務諸表の作成において、３

月31日を中間仮決算日とした中

間決算を行っております。 

OSG Royco, S.A. de C.V. 

Corporacion Arrendadora de 

Maquinas Para Produccion,  

S.A. de C.V. 

大宝精密工具股份有限公司 

大宝(東莞)模具切削工具有限

公司 

欧士机(上海)精密工具有限公

司 

奥斯机(上海)精密工具有限公

司 

中間連結財務諸表の作成にあ

たっては、これらの連結子会社

の３月31日又は４月30日現在の

中間財務諸表を使用しておりま

す。 

なお、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引について

は、連結上必要な処理を行って

おります。 

12月31日を決算日とする連結子

会社 ……………………… ７社 

OSG Royco, S.A. de C.V. 

Corporacion Arrendadora de 

Maquinas Para Produccion,  

S.A. de C.V. 

Taiho Tool (BVI) Inc. 

大宝精密工具股份有限公司 

大宝(東莞)模具切削工具有限

公司 

欧士机(上海)精密工具有限公

司 

奥斯机(上海)精密工具有限公

司 

上記の連結子会社７社は、連

結財務諸表の作成にあたって９

月30日を仮決算日とした決算を

行っております。 

連結財務諸表の作成にあたっ

ては、これらの連結子会社の９

月30日又は10月31日現在の財務

諸表を使用しております。 

なお、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っておりま

す。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ) 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定) 

(イ) 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(イ) 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等

に基づく時価法(評

価差額は全部純資産

直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(ロ) たな卸資産 

当社及び国内連結子会社

は主として総平均法による

原価法によっております

が、在外連結子会社は主と

して先入先出法又は総平均

法による低価法によってお

ります。 

(ロ) たな卸資産 

同左 

(ロ) たな卸資産 

同左 

(ハ) デリバティブ 

時価法 

(ハ) デリバティブ 

同左 

(ハ) デリバティブ 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(イ) 有形固定資産の減価償却

方法 

当社及び国内連結子会社

は、定率法によっておりま

す。ただし、平成10年４月

１日以降取得の建物(建物

附属設備を除く)について

は定額法を採用しておりま

す。 

在外連結子会社は主とし

て定額法を採用しておりま

す。 

主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物及び構築物 

    ３～50年 

機械装置及び運搬具 

    ４～10年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(イ) 有形固定資産の減価償却

方法 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(イ) 有形固定資産の減価償却

方法 

同左 

(ロ) 無形固定資産の減価償却

方法 

定額法を採用しておりま

す。 

(ロ) 無形固定資産の減価償却

方法 

同左 

(ロ) 無形固定資産の減価償却

方法 

同左 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

(3) 重要な引当金の計上基準 

(イ) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失

に備えるため一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に回収の

可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。在外連結子会社は貸倒

見込額を計上しておりま

す。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

(イ) 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

(イ) 貸倒引当金 

同左 

(ロ) 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備える

ため、当社及び一部の連結

子会社は、会社が算定した

当中間連結会計期間に負担

すべき支給見込額を計上し

ております。 

(ロ) 役員賞与引当金 

同左 

(ロ) 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備える

ため、連結財務諸表提出会

社及び一部の連結子会社

は、会社が算定した当連結

会計年度に負担すべき支給

見込額を計上しておりま

す。 

(ハ) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当社及び一部の連

結子会社は、当連結会計年

度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間

末において発生していると

認められる額を計上してお

ります。 

数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法によ

り、翌連結会計年度から費

用処理することとしており

ます。 

(ハ) 退職給付引当金 

連結財務諸表提出会社

は、一部の従業員の退職給

付に備えるため、退職給付

債務の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末におい

て発生していると認められ

る額を計上しております。

また一部の連結子会社は当

中間連結会計期間末におけ

る退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき当中間

連結会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。 

(ハ) 退職給付引当金 

連結財務諸表提出会社

は、一部の従業員の退職給

付に備えるため、退職給付

債務の見込額に基づき、当

連結会計年度末において発

生していると認められる額

を計上しております。また

一部の連結子会社は当連結

会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当連結会計年

度末において発生している

と認められる額を計上して

います。 

(ニ) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出

に備えるため、一部の国内

連結子会社は、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上

しております。 

(ニ) 役員退職慰労引当金 

同左 

(ニ) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出

に備えるため、一部の国内

連結子会社は、内規に基づ

く期末要支給額を計上して

おります。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しています。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は、中間連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整

勘定及び少数株主持分に含めて

おります。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

同左 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しています。なお、在

外子会社等の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定及び少

数株主持分に含めております。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

(イ) ヘッジ会計の方法 

…繰延ヘッジ処理を採用し

ております。また、為替

予約等が付されている外

貨建金銭債権債務につい

ては振当処理に、特例処

理の要件を満たしている

金利スワップについては

特例処理によっておりま

す。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

(イ) ヘッジ会計の方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

(イ) ヘッジ会計の方法 

同左 

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象 

a. ヘッジ手段 

…為替予約及び通貨オプシ

ョン 

  ヘッジ対象 

…外貨建金銭債権債務及び

外貨建予定取引 

b. ヘッジ手段 

…金利スワップ 

  ヘッジ対象 

…借入金 

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象 

a. ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

同左 

b. ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

同左 

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象 

a. ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

同左 

b. ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

同左 

(ハ) ヘッジ方針 

…リスク管理方針に基づ

き、為替変動リスク及び

金利変動リスクを一定の

範囲内でヘッジしており

ます。 

(ハ) ヘッジ方針 

同左 

(ハ) ヘッジ方針 

同左 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法 

…ヘッジ対象の債権債務と

ヘッジ手段が同一通貨の

為替予約・通貨オプショ

ン及び特例処理によって

いる金利スワップについ

ては、有効性の評価を省

略しております。 

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7) 消費税等の会計処理方法 

消費税及び地方消費税の会計

処理方法は税抜方式によってお

ります。 

(7) 消費税等の会計処理方法 

同左 

(7) 消費税等の会計処理方法 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、手元現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資であります。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手元現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資であります。 



(会計処理方法の変更) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
 当中間連結会計期間より、「固定
資産の減損に係る会計基準」(「固
定資産の減損に係る会計基準の設定
に関する意見書」(企業会計審議会
平成14年８月９日))及び「固定資産
の減損に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第６号 平
成15年10月31日)を適用しておりま
す。これにより、税金等調整前中間
純利益が53百万円減少しておりま
す。なお、減損損失累計額について
は、改正後の中間連結財務諸表規則
に基づき当該資産の金額から直接控
除しております。 

―――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 
 当連結会計年度より、「固定資産
の減損に係る会計基準」(「固定資
産の減損に係る会計基準の設定に関
する意見書」(企業会計審議会 平
成14年８月９日))及び「固定資産の
減損に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第６号 平
成15年10月31日)を適用しておりま
す。これにより、税金等調整前当期
純利益が56百万円減少しておりま
す。なお、減損損失累計額について
は、改正後の連結財務諸表規則に基
づき当該資産の金額から直接控除し
ております。 
 なお、この変更がセグメント情報
に与える影響は(セグメント情報)に
記載しております。 

(役員賞与に関する会計基準) 
 当中間連結会計期間より、「役員
賞与に関する会計基準」(企業会計
基準第４号 平成17年11月29日)を
適用しております。これにより販売
費及び一般管理費が106百万円増加
し、営業利益、経常利益及び税金等
調整前中間純利益がそれぞれ同額減
少しております。 
 なお、この変更がセグメント情報
に与える影響は(セグメント情報)に
記載しております。 

―――――― (役員賞与に関する会計基準) 
 当連結会計年度より、「役員賞与
に関する会計基準」(企業会計基準
第４号 平成17年11月29日)を適用
しております。これにより販売費及
び一般管理費が219百万円増加し、
営業利益、経常利益及び税金等調整
前当期純利益がそれぞれ同額減少し
ております。 
 なお、この変更がセグメント情報
に与える影響は(セグメント情報)に
記載しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準) 
 当中間連結会計期間より、「貸借
対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準」(企業会計基準第５号
平成17年12月９日)及び「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計
基準等の適用指針」(企業会計基準
適用指針第８号平成17年12月９日)
を適用しております。 
 なお、従来の資本の部の合計に相
当する金額は57,422百万円でありま
す。 
 なお、中間連結財務諸表規則の改
正により、当中間連結会計期間にお
ける中間連結貸借対照表の純資産の
部については、改正後の中間連結財
務諸表規則により作成しておりま
す。 

―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準) 
 当連結会計年度より、「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計
基準」(企業会計基準第５号 平成
17年12月９日)及び「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基準
等の適用指針」(企業会計基準適用
指針第８号 平成17年12月９日)を
適用しております。 
 なお、従来の資本の部の合計に相
当する金額は60,079百万円でありま
す。 
 なお、連結財務諸表規則の改正に
より、当連結会計年度における連結
貸借対照表の純資産の部について
は、改正後の連結財務諸表規則によ
り作成しております。 

―――――― (企業結合に係る会計基準等) 
 当中間連結会計期間より、「企業
結合に係る会計基準」(「企業結合
に係る会計基準の設定に関する意見
書」(企業会計審議会 平成15年10
月31日))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18年12月22日)を適用して
おります。 

―――――― 



(表示方法の変更) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月31日) 

―――――― (中間連結貸借対照表) 

 前中間連結会計期間及び前連結会

計年度において「連結調整勘定」と

して掲記されていたものは、当中間

連結会計期間から「のれん」と表示

しております。 

―――――― 

  

  (中間連結キャッシュ・フロー計算

書) 

 前中間連結会計期間及び前連結会

計年度において「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、

当中間連結会計期間から「のれん償

却額」と表示しております。 

  

   「有形固定資産の売却益」は、営

業活動によるキャッシュ・フローの

中で金額の重要性が増したため、区

分掲記することにしました。 

 なお、前中間連結会計期間及び前

連結会計年度は営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」にそれ

ぞれ△８百万円、△34百万円含まれ

ております。 

  

  



追加情報 

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

―――――― ―――――― (退職給付制度の変更) 

 連結財務諸表提出会社及び一部の

国内連結子会社は、平成18年７月１

日より適格退職年金制度を確定拠出

年金制度へ100％移行いたしまし

た。この移行に関して、「退職給付

制度間の移行等に関する会計処理」

(企業会計基準適用指針第１号 平

成14年１月31日)を適用することに

より、特別利益75百万円が発生して

おります。 

―――――― (株式会社オーモリとの合併) 

 当社は、平成19年４月９日開催の

取締役会において、当社の完全子会

社である株式会社オーモリを吸収合

併することを決議いたしました。合

併の効力発生日は平成19年12月１日

を予定しております。 

 合併に関する事項の概要は次の通

りであります。 

(1) 合併の目的 

グループ経営の一層の効率化

推進のため、国内における在庫

センター機能を当社へ完全統合

することといたしました。 

(2) 合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合

併方式とし、㈱オーモリは解散

いたします。 

(3) 合併比率並びに合併交付金 

㈱オーモリは当社の完全子会

社であるため、本合併による新

株式の発行及び資本金の増加並

びに合併交付金の支払いはあり

ません。 

(4) 業績に与える影響 

㈱オーモリは当社が100％所

有する連結子会社であるため、

連結財務諸表に対する影響はあ

りません。 

―――――― 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年５月31日) 

前連結会計年度末 
(平成18年11月30日) 

１ ※１ 有形固定資産の減価償却

累計額は、67,899百万円

であります。 

１ ※１ 有形固定資産の減価償却

累計額は、72,791百万円

であります。 

１ ※１ 有形固定資産の減価償却

累計額は、70,539百万円

であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産

は、次のとおりでありま

す。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産

は、次のとおりでありま

す。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産

は、次のとおりでありま

す。 

(1) 有形固定資産 

  

建物及び 
構築物 

6,398百万円

機械装置 
及び 
運搬具 

600百万円

土地 3,449百万円
その他 120百万円

計 10,568百万円

(1) 有形固定資産 

  

建物及び
構築物 

8,948百万円

機械装置
及び 
運搬具 

598百万円

土地 3,664百万円
その他 241百万円

計 13,452百万円

(1) 有形固定資産 

  

建物及び 
構築物 

6,837百万円

機械装置 
及び 
運搬具 

488百万円

土地 3,654百万円
その他 27百万円

計 11,008百万円
上記のうち工場財団設定

分 
建物及び 
構築物 

5,785百万円

土地 3,299百万円
計 9,085百万円

上記のうち工場財団設定

分 
建物及び
構築物 

8,038百万円

土地 3,299百万円
計 11,338百万円

上記のうち工場財団設定

分 
建物及び 
構築物 

6,096百万円

土地 3,299百万円
計 9,396百万円

上記担保に対応する債務 
支払手形
及び買掛
金 

1,609百万円

短期 
借入金 

980百万円

長期 
借入金 

793百万円

(うち一 
年以内返
済額) 

(211百万円)

上記担保に対応する債務 
支払手形
及び買掛
金 

1,642百万円

短期
借入金 

15,402百万円

長期
借入金 

6,552百万円

(うち一
年以内返
済額) 

(779百万円)

上記担保に対応する債務 
支払手形
及び買掛
金 

1,192百万円

短期
借入金 

2,800百万円

長期
借入金 

1,032百万円

(うち一 
年以内返
済額) 

(242百万円)

(2) その他 
現金及び
預金 

0百万円

投資有価
証券 

13百万円

(2) その他 
現金及び
預金 

26百万円

投資有価
証券 

16百万円

(2) その他 
現金及び
預金 

0百万円

投資有価
証券 

14百万円

上記担保に対応する債務 
支払手形
及び 
買掛金 

0百万円

上記担保に対応する債務 
支払手形
及び 
買掛金 

0百万円

長期
借入金 

21百万円

(うち一
年以内返
済額) 

(9百万円)

上記担保に対応する債務 
支払手形
及び 
買掛金 

0百万円



  

  

次へ 

前中間連結会計期間末 
(平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年５月31日) 

前連結会計年度末 
(平成18年11月30日) 

２ 保証債務残高 

従業員の金融機関等からの借

入に対し債務保証を行っており

ます。 

債務保証先 
保証額 
(百万円) 

従業員 30

計 30

２ 保証債務残高 

従業員の金融機関等からの借

入に対し債務保証を行っており

ます。 

債務保証先
保証額
(百万円) 

従業員 16

計 16

２ 保証債務残高 

従業員の金融機関等からの借

入に対し債務保証を行っており

ます。 

債務保証先
保証額 
(百万円) 

従業員 26

計 26

３ 受取手形 

裏書譲渡高 
15百万円

３ 受取手形 

裏書譲渡高 
59百万円

３ 受取手形 

裏書譲渡高 
69百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目は次のとおりであり

ます。 

減価償却費 368百万円

貸倒引当金 
繰入額 

9百万円

退職給付費用 107百万円

役員賞与引当金 
繰入額 

106百万円

従業員給料賞与 3,737百万円

販売奨励金 429百万円

連結調整勘定 
償却額 

63百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目は次のとおりであり

ます。 

減価償却費 467百万円

退職給付費用 79百万円

役員賞与引当金
繰入額 

108百万円

従業員給料賞与 3,812百万円

販売奨励金 464百万円

のれん償却額 61百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目は次のとおりであり

ます。 

減価償却費 788百万円

退職給付費用 190百万円

役員賞与引当金 
繰入額 

219百万円

従業員給料賞与 7,414百万円

販売奨励金 807百万円

連結調整勘定 
償却額 

148百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置及び 
運搬具 

7百万円

土地 1百万円

計 8百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。 

建物及び構築物 4百万円

機械装置及び
運搬具 

9百万円

土地 81百万円

その他 0百万円

計 95百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置及び
運搬具 

32百万円

土地 1百万円

その他 0百万円

計 34百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

建物及び構築物 105百万円

機械装置及び 
運搬具 

7百万円

その他 15百万円

計 129百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

建物及び構築物 19百万円

機械装置及び 
運搬具 

40百万円

その他 10百万円

計 70百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

建物及び構築物 153百万円

機械装置及び 
運搬具 

50百万円

その他 27百万円

計 231百万円

※４ 固定資産売却損の内訳は、次

のとおりであります。 

  

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び 
運搬具 

1百万円

土地 14百万円

その他 0百万円

計 17百万円

※４ 固定資産売却損の内訳は、次

のとおりであります。 

  

機械装置及び 
運搬具 

5百万円

その他 1百万円

計 6百万円

※４ 固定資産売却損の内訳は、次

のとおりであります。 

建物及び構築物 39百万円

機械装置及び 
運搬具 

2百万円

土地 22百万円

その他 3百万円

計 67百万円



  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

※５ 減損損失 

   当社グループは、以下の資産

グループについて減損損失を計

上しました。 

   上記の土地・建物について

は、生産工程の移転等により、

現在は遊休資産としておりま

す。今後の使用予定もなく、時

価が著しく下落しているため減

損損失を認識しました。 

   当社グループは減損損失を把

握するにあたり、主として事業

所別に資産のグルーピングを行

なっております。また将来の使

用が見込まれていない遊休資産

及び賃貸用不動産については、

個々の物件単位でグルーピング

しております。 

   回収可能価額は、固定資産税

評価額等を基に算定した正味売

却価額により測定しておりま

す。 
  

用途 種類 場所 
金額 

(百万円)

遊休 土地 
神奈川県 
愛甲郡 

16

遊休 建物 
神奈川県 
愛甲郡 

35

遊休 土地 
愛知県 
岡崎市 

1

計 53

―――――― ※５ 減損損失 

   当社グループは、以下の資産

グループについて減損損失を計

上しました。 

   上記の土地・建物について

は、生産工程の移転等により、

現在は遊休資産としておりま

す。今後の使用予定もなく、時

価が著しく下落しているため減

損損失を認識しました。 

   当社グループは減損損失を把

握するにあたり、主として事業

所別に資産のグルーピングを行

なっております。また将来の使

用が見込まれていない遊休資産

及び賃貸用不動産については、

個々の物件単位でグルーピング

しております。 

   回収可能価額は、固定資産税

評価額等を基に算定した正味売

却価額により測定しておりま

す。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円)

遊休 土地
神奈川県
愛甲郡 

16

遊休 建物
神奈川県
愛甲郡 

35

遊休 土地
栃木県 
那須郡 

4

計 56



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

(注) 普通株式の自己株式数の増加451,755株は、旧商法第211条ノ３条第１項第２号の規定に基づく自己株式の買受け447,000株、

単元未満株式の買取りによる増加4,755株によるものであります。また普通株式の自己株式数の減少57,102株は、新株予約権

付社債転換請求によるものであります。 

  

２ 配当に関する事項 

(1) 当中間連結会計期間中に行なった剰余金の配当に関する事項 

  平成18年２月18日の定時株主総会において、次のとおり決議されました。 

(2) 当中間連結会計期間の末日後に行なった剰余金の配当に関する事項 

  平成18年６月29日の取締役会において、次のとおり決議されました。 

  

区分 
前連結会計 
年度末株式数 

当中間連結会計
期間増加株式数 

当中間連結会計
期間減少株式数 

当中間連結期間末 
株式数 

発行済株式     

 普通株式 98,955,226株 ― ― 98,955,226株 

合計 98,955,226株 ― ― 98,955,226株 

自己株式     

 普通株式 (注) 876,300株 451,755株 57,102株 1,270,953株 

合計 876,300株 451,755株 57,102株 1,270,953株 

① 配当金の総額 1,569,262,816円 

② １株当たり配当額 16円 

③ 基準日 平成17年11月30日 

④ 効力発生日 平成18年２月20日 

① 配当金の総額 1,172,211,276円 

② 配当金の原資 利益剰余金 

③ １株当たり配当額 12円 

④ 基準日 平成18年５月31日 

⑤ 効力発生日 平成18年８月１日 



当中間連結会計期間(自 平成18年12月１日 至 平成19年５月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

(注) 普通株式の自己株式数の増加585,069株は、会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の買受け581,000

株、単元未満株式の買取りによる増加4,069株によるものであります。 

  

２ 配当に関する事項 

(1) 当中間連結会計期間中に行なった剰余金の配当に関する事項 

  平成19年２月17日の定時株主総会において、次のとおり決議されました。 

(2) 当中間連結会計期間の末日後に行なった剰余金の配当に関する事項 

  平成19年６月27日の取締役会において、次のとおり決議されました。 

  

前連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

(注) 普通株式の自己株式数の増加454,665株は、旧商法第211条ノ３条第１項第２号の規定に基づく自己株式の買受け447,000株、

単元未満株式の買取りによる増加7,665株によるものであります。また普通株式の自己株式数の減少57,102株は、新株予約権

付社債転換請求によるものであります。 
  

区分 
前連結会計 
年度末株式数 

当中間連結会計
期間増加株式数 

当中間連結会計
期間減少株式数 

当中間連結期間末 
株式数 

発行済株式     

 普通株式 98,955,226株 ― ― 98,955,226株 

合計 98,955,226株 ― ― 98,955,226株 

自己株式     

 普通株式 (注) 1,273,863株 585,069株 ― 1,858,932株 

合計 1,273,863株 585,069株 ― 1,858,932株 

① 配当金の総額 1,367,539,082円 

② １株当たり配当額 14円 

③ 基準日 平成18年11月30日 

④ 効力発生日 平成19年２月19日 

① 配当金の総額 1,165,155,528円 

② 配当金の原資 利益剰余金 

③ １株当たり配当額 12円 

④ 基準日 平成19年５月31日 

⑤ 効力発生日 平成19年８月１日 

区分 
前連結会計 
年度末株式数 

当連結会計
年度増加株式数 

当連結会計
年度減少株式数 

当連結会計 
年度末株式数 

発行済株式     

 普通株式 98,955,226株 ― ― 98,955,226株 

合計 98,955,226株 ― ― 98,955,226株 

自己株式     

 普通株式 (注) 876,300株 454,665株 57,102株 1,273,863株 

合計 876,300株 454,665株 57,102株 1,273,863株 



２ 配当に関する事項 

(1) 当連結会計年度中に行なった剰余金の配当に関する事項 

  平成18年２月18日の定時株主総会において、次のとおり決議されました。 

  平成18年６月29日の取締役会において、次のとおり決議されました。 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  平成19年２月17日の定時株主総会において、次のとおり決議されました。 

  

  

① 配当金の総額 1,569,262,816円 

② １株当たり配当額 16円 

③ 基準日 平成17年11月30日 

④ 効力発生日 平成18年２月20日 

① 配当金の総額 1,172,211,276円 

② １株当たり配当額 12円 

③ 基準日 平成18年５月31日 

④ 効力発生日 平成18年８月１日 

① 配当金の総額 1,367,539,082円 

② 配当金の原資 利益剰余金 

③ １株当たり配当額 14円 

④ 基準日 平成18年11月30日 

⑤ 効力発生日 平成19年２月19日 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

(平成18年５月31日現在) 

(単位：百万円) 

現金及び預金勘定 6,243

預入期間が３ケ月を 
超える定期預金 

△116

有価証券勘定 2

株式及び取得日から 
満期日又は償還日ま 
での期間が３ケ月を 
超える短期投資 

△2

現金及び現金同等物 6,127

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

(平成19年５月31日現在) 

(単位：百万円) 

現金及び預金勘定 6,544

預入期間が３ケ月を
超える定期預金 

△120

有価証券勘定 0

株式及び取得日から
満期日又は償還日ま
での期間が３ケ月を
超える短期投資 

0

現金及び現金同等物 6,424

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

(平成18年11月30日現在) 

(単位：百万円) 

現金及び預金勘定 6,321

預入期間が３ケ月を 
超える定期預金 

△166

有価証券勘定 1

株式及び取得日から 
満期日又は償還日ま 
での期間が３ケ月を 
超える短期投資 

△1

現金及び現金同等物 6,155



(リース取引関係) 

  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１ 借手側 １ 借手側 １ 借手側 

(1) リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 

(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装 
置及び 
運搬具 

5,582 1,236 4,346

その他 494 171 323
合計 6,077 1,407 4,669

  
取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装 
置及び 
運搬具 

6,155 2,056 4,099

その他 462 204 258
合計 6,618 2,260 4,357

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 

(百万円)

機械装
置及び
運搬具

5,872 1,689 4,183

その他 483 189 293
合計 6,356 1,879 4,477

② 未経過リース料中間期末残

高相当額等 

  未経過リース料中間期末残 

  高相当額 

１年以内 794百万円

  (8) 

１年超 3,956百万円

  (25) 

合計 4,751百万円

  (33) 

② 未経過リース料中間期末残

高相当額等 

  未経過リース料中間期末残 

  高相当額 

１年以内 890百万円

  (9) 

１年超 3,554百万円

  (24) 

合計 4,444百万円

  (34) 

② 未経過リース料期末残高相

当額等 

  未経過リース料期末残高相 

  当額 

１年以内 835百万円

  (9) 

１年超 3,731百万円

  (29) 

合計 4,566百万円

  (38) 

(注１)上記の( )内書は、転

貸リースに係わる未経

過リース料中間期末残

高相当額であります。 

(注１) 同左 

  

  

  

(注１)上記の( )内書は、転

貸リースに係わる未経

過リース料期末残高相

当額であります。 

③ 支払リース料、リース資産

減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及

び減損損失 

支払リース料 397百万円

減価償却費 
相当額 

364百万円

支払利息相当額 31百万円

③ 支払リース料、リース資産

減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及

び減損損失 

支払リース料 462百万円

減価償却費 
相当額 

426百万円

支払利息相当額 33百万円

③ 支払リース料、リース資産

減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及

び減損損失 

支払リース料 743百万円

減価償却費 
相当額 

691百万円

支払利息相当額 50百万円



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

④ 減価償却費相当額の算定方
法 
リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零(残価保証
の取り決めがある場合は残価
保証額)とする定額法によっ
ております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 
リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額を
利息相当額とし、各期への配
分方法については利息法によ
っております。 

④ 減価償却費相当額の算定方
法 

同左 
  
  
  
  

⑤ 利息相当額の算定方法 
同左 

④ 減価償却費相当額の算定方
法 

同左 
  
  
  
  

⑤ 利息相当額の算定方法 
同左 

(2) オペレーティング・リース取
引 
未経過リース料 

(2) オペレーティング・リース取
引 
未経過リース料 

(2) オペレーティング・リース取
引 
未経過リース料 

１年以内 131百万円
  (15) 
１年超 468百万円
  (33) 

合計 600百万円
  (49) 

１年以内 97百万円
  (18) 
１年超 397百万円
  (29) 

合計 495百万円
  (48) 

１年以内 165百万円
  (19) 
１年超 507百万円
  (38) 

合計 673百万円
  (57) 

上記の( )内書は、転貸リ
ースに係わる未経過リース料
であります。 

同左 同左 

(減損損失について) 
 リース資産に配分された減損損
失はありません。 

(減損損失について) 
同左 

(減損損失について) 
同左 

２ 貸手側 ２ 貸手側 ２ 貸手側 
(1) リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額、減
価償却累計額、減損損失累計
額及び中間期末残高 

① リース物件の取得価額、減
価償却累計額、減損損失累計
額及び中間期末残高 

① リース物件の取得価額、減
価償却累計額、減損損失累計
額及び期末残高 

  
取得価額 

(百万円) 

減価償却 
累計額 
(百万円) 

中間期末
残高 

(百万円)

機械装 
置及び 
運搬具 

108 68 40

その他 8 7 1
合計 117 75 41

  
取得価額

(百万円)

減価償却
累計額 
(百万円)

中間期末
残高 

(百万円)

機械装 
置及び 
運搬具 

72 45 26

その他 5 4 0
合計 78 50 27

取得価額

(百万円)

減価償却 
累計額 
(百万円) 

期末残高

(百万円)

機械装
置及び
運搬具

108 73 35

その他 8 7 1
合計 117 80 36

② 未経過リース料中間期末残
高相当額 

② 未経過リース料中間期末残
高相当額 

② 未経過リース料期末残高相
当額 

１年以内 22百万円
  (9) 
１年超 54百万円
  (27) 

合計 77百万円
  (36) 

１年以内 30百万円
  (20) 
１年超 44百万円
  (26) 

合計 74百万円
  (47) 

１年以内 22百万円
  (10) 
１年超 53百万円
  (32) 

合計 76百万円
  (43) 

(注１)上記の( )内書は、転
貸リースに係わる未経
過リース料中間期末残
高相当額であります。 

(注１) 同左 
  
  

(注１)上記の( )内書は、転
貸リースに係わる未経
過リース料期末残高相
当額であります。 



  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

③ 受取リース料、減価償却費

及び受取利息相当額 

③ 受取リース料、減価償却費

及び受取利息相当額 

③ 受取リース料、減価償却費

及び受取利息相当額 

④ 利息相当額の算定方法 

利息相当額の各期への配分

方法については利息法によっ

ております。 

受取リース料 10百万円

減価償却費 5百万円

受取利息相当
額 

1百万円

④ 利息相当額の算定方法 

同左 

受取リース料 6百万円

減価償却費 3百万円

受取利息相当
額 

0百万円

④ 利息相当額の算定方法 

同左 

受取リース料 18百万円

減価償却費 10百万円

受取利息相当
額 

1百万円

(2) オペレーティング・リース取

引 

未経過リース料 

(2) オペレーティング・リース取

引 

未経過リース料 

(2) オペレーティング・リース取

引 

未経過リース料 

１年以内 57百万円

  (57) 

１年超 137百万円

  (137) 

合計 195百万円

  (195) 

１年以内 71百万円

  (71) 

１年超 146百万円

  (146) 

合計 217百万円

  (217) 

１年以内 65百万円

  (65) 

１年超 145百万円

  (145) 

合計 211百万円

  (211) 

上記の( )内書は、転貸リ

ースに係わる未経過リース料

であります。 

同左 同左 

 (減損損失について) 
 リース資産に配分された減損損
失はありません。 

 (減損損失について) 

同左 

 (減損損失について) 

同左 



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間) (平成18年５月31日現在) 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

  
中間連結貸借

対照表計上額(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

 ① 国債・地方債等 12 11 △0 

計 12 11 △0 

  取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円) 
差額(百万円) 

 ① 株式 601 2,582 1,980

 ② その他 21 40 18

計 623 2,623 1,999

区分 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) その他有価証券 

 ① 非上場株式 94

 ② その他 9

計 103



(当中間連結会計期間) (平成19年５月31日現在) 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

  
中間連結貸借

対照表計上額(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

 ① 国債・地方債等 12 11 △0 

計 12 11 △0 

  取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円) 
差額(百万円) 

 ① 株式 549 2,230 1,681

 ② その他 21 44 22

計 571 2,274 1,703

区分 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) その他有価証券 

 ① 非上場株式 15,753

 ② その他 8

計 15,761



(前連結会計年度) (平成18年11月30日現在) 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

  
連結貸借

対照表計上額(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

 ① 国債・地方債等 12 11 △0

計 12 11 △0

  取得原価(百万円)
連結貸借

対照表計上額(百万円) 
差額(百万円) 

 ① 株式 546 2,138 1,592

 ② その他 21 40 19

計 568 2,179 1,611

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) その他有価証券 

 ① 非上場株式(店頭売買株式を除く) 15,755

 ② その他 9

計 15,764



(デリバティブ取引関係) 

  

(前中間連結会計期間) (平成18年５月31日現在) 

ヘッジ会計が適用されているためデリバティブ取引の記載を省略しております。 

  

(当中間連結会計期間) (平成19年５月31日現在) 

ヘッジ会計が適用されているためデリバティブ取引の記載を省略しております。 

  

(前連結会計年度) (平成18年11月30日現在) 

ヘッジ会計が適用されているためデリバティブ取引の記載を省略しております。 

  

  

  

(ストック・オプション等関係) 

  

(前中間連結会計期間) (平成18年５月31日現在) 

該当事項はありません。 

  

(当中間連結会計期間) (平成19年５月31日現在) 

該当事項はありません。 

  

(前連結会計年度) (平成18年11月30日現在) 

該当事項はありません。 

  

前へ     



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 

当社及び連結子会社は精密切削工具を始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部門における売上高、営業損益の金額はい

ずれも全体の90％超であるため、事業の種類別セグメント情報は省略いたします。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年12月１日 至 平成19年５月31日) 

当社及び連結子会社は精密切削工具を始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部門における売上高、営業損益の金額はい

ずれも全体の90％超であるため、事業の種類別セグメント情報は省略いたします。 

  

前連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

当社及び連結子会社は精密切削工具を始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部門における売上高、営業損益の金額はい

ずれも全体の90％超であるため、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】 

前中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18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 

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 

３ 「会計処理方法の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より役員賞与に関する会計基準を適用しております。これ

により、従来の方法によった場合と比較して、日本における営業費用が106百万円増加し、同額営業利益が減少しており

ます。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年12月１日 至 平成19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 

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 

  

  
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) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

26,180 7,541 2,582 7,872 44,177 ― 44,177

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

5,733 216 24 511 6,486 (6,486) ―

計 31,914 7,758 2,607 8,384 50,663 (6,486) 44,177

  営業費用 27,092 6,460 2,242 6,400 42,196 (6,320) 35,875

  営業利益 4,822 1,297 364 1,984 8,467 (166) 8,301

  
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) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

26,409 7,843 3,564 7,914 45,731 ― 45,731

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

5,468 149 13 415 6,046 (6,046) ―

計 31,878 7,992 3,577 8,330 51,778 (6,046) 45,731

  営業費用 27,755 6,915 3,040 6,792 44,504 (6,089) 38,414

  営業利益 4,122 1,076 537 1,537 7,273 43 7,317



前連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30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 

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 

３ 「会計処理方法の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より役員賞与に関する会計基準を適用しております。これによ

り従来の方法によった場合と比較して、日本における営業費用が219百万円増加し、同額営業利益が減少しております。 

  

  
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) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

52,787 15,063 5,423 15,588 88,862 ― 88,862

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高 

11,221 370 69 849 12,510 (12,510) ―

計 64,008 15,434 5,492 16,438 101,373 (12,510) 88,862

  営業費用 54,992 12,939 4,808 13,063 85,804 (12,397) 73,407

  営業利益 9,015 2,494 683 3,374 15,568 (113) 15,455



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18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 各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、ドイツ、デンマーク、ベルギー、フランス、オランダ、スペイン、イタリア 

(3) アジア……台湾、中国、シンガポール、タイ、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。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年12月１日 至 平成19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 各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、ドイツ、デンマーク、ベルギー、フランス、オランダ、スペイン、イタリア 

(3) アジア……台湾、中国、シンガポール、タイ、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。 

  

前連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30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 各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、ドイツ、デンマーク、ベルギー、フランス、オランダ、スペイン、イタリア 

(3) アジア……台湾、中国、シンガポール、タイ、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。 

  

  米州 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,330 2,740 8,272 22 18,365

Ⅱ 連結売上高(百万円)     44,177

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
  売上高の割合(％) 

16.7 6.2 18.6 0.1 41.6

  米州 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,708 3,730 8,251 18 19,708

Ⅱ 連結売上高(百万円)     45,731

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
  売上高の割合(％) 

16.9 8.2 18.0 0.0 43.1

  米州 欧州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 14,677 5,706 16,322 58 36,765

Ⅱ 連結売上高(百万円)     88,862

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
  売上高の割合(％) 

16.6 6.4 18.3 0.1 41.4



(企業結合等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年12月１日 至 平成19年５月31日) 

 １ 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

① 結合企業 

② 被結合企業 

(2) 企業結合の法的形式 

オーエスジー株式会社を存続会社、株式会社モリヤマを消滅会社とする吸収合併方式。 

(3) 結合後企業の名称 

オーエスジー株式会社 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

㈱モリヤマの製品在庫の保有・管理機能を当社へ吸収することにより棚卸資産の効率的な活用、顧客情報

の迅速な反映、ユーザーサービスの向上を実現する事ができ、当社グループの経営の効率化に資するものと

判断したため。 

(5) 企業結合日 

平成18年12月１日 

２ 合併比率及び合併交付金 

㈱モリヤマは当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金

の支払いはありません。 

３ 実施した会計処理の概要 

企業結合に係る会計基準における共通支配下の取引として処理しております。 

４ 財産の引継 

合併期日において、㈱モリヤマの資産・負債及び権利義務の一切を引き継いでおります。 

なお、㈱モリヤマから引継いだ資産及び負債は次のとおりであります。 

(平成18年12月１日現在) 

５ 業績に与える影響 

㈱モリヤマは当社が100％を所有する連結子会社であったため、連結財務諸表に対する影響はありません。 

  

名称 オーエスジー株式会社 

事業の内容 精密機械工具の製造及び販売 

名称 株式会社モリヤマ 

事業の内容 精密機械工具の販売 

科目 
金額 

(百万円) 
科目

金額 
(百万円) 

(資産の部) 

流動資産 

固定資産 

  

3,526 

286 

(負債の部) 

流動負債 

固定負債 

  

1,401 

― 

負債の部合計 1,401

資産の部合計 3,812 差引正味財産 2,410



(１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１株当たり純資産額 587円88銭 １株当たり純資産額 641円25銭 １株当たり純資産額 615円07銭

１株当たり中間純利益 44円36銭 １株当たり中間純利益 40円53銭 １株当たり当期純利益 81円00銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

44円34銭
潜在株式が存在しないため、
記載を省略しております。 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

80円97銭

項目 
前中間連結会計期間末
平成18年５月31日 

当中間連結会計期間末
平成19年５月31日 

前連結会計年度末 
平成18年11月30日 

中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の純
資産の部の合計額(百万円) 

64,036 69,342 66,961

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円) 

6,609 7,079 6,879

 (うち少数株主持分) (6,609) (7,079) (6,879)

普通株式に係る純資産額(百万円) 57,426 62,263 60,081

普通株式の発行済株式数(株) 98,955,226 98,955,226 98,955,226

普通株式の自己株式数(株) 1,270,953 1,858,932 1,273,863

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数(株) 

97,684,273 97,096,294 97,681,363

項目 
前中間連結会計期間

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１株当たり 
中間(当期)純利益金額 

 

中間(当期)純利益(百万円) 4,338 3,953 7,917

普通株主に帰属しない 
金額(百万円) 

― ― ―

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(百万円) 

4,338 3,953 7,917

普通株式の期中平均 
株式数(株) 

97,807,836 97,557,721 97,750,099

   

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益金額 

 

普通株式増加数(株) 48,949 ― 26,357

(うち新株予約権) (48,949) (―) (26,357)



(重要な後発事象) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

(退職給付制度の変更) 

 当社及び一部の国内連結子会社

は、平成18年７月１日より適格退職

年金制度を確定拠出年金制度へ

100％移行いたしました。この移行

に関して、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」(企業会計基

準適用指針第１号)を適用すること

により、特別利益75百万円が発生し

ております。 

  

(資本・業務提携契約及び株式譲受

契約について) 

 当社は平成18年７月25日開催の取

締役会において、株式会社タンガロ

イ(本店：神奈川県川崎市、代表：

徳永昭大)との資本・業務提携契約

の締結を決議いたしました。 

 またそれに伴い、野村プリンシパ

ル・ファイナンス株式会社との間

で、タンガロイ株式の株式譲受契約

の締結も併せて決議し、取得を完了

いたしました。 

１ 資本・業務提携契約の内容 

 当社と株式会社タンガロイは、

生産、販売、研究開発等の各分野

における相互の経営資源の有効活

用を目的として、総合的な提携を

行います。 

 また、その関係強化のために当

社はタンガロイの株式を取得いた

しました。 

２ 株式譲受契約の内容 

株式の取得先 野村プリンシ
パル・ファイ
ナンス株式会
社 

取得前の所有株 
式数 

0株 
(所有割合0％)

取得株式数 6,750株 
(取得金額 
15,660百万円)

取得後の所有株 
式数 

6,750株 
(所有割合 
   19.18％)

株式の譲受日 平成18年８月
18日 

―――――― (株式会社モリヤマとの合併) 

 当社は、平成18年９月26日の取締

役会決議に基づき、平成18年12月１

日、完全子会社である株式会社モリ

ヤマを吸収合併しました。 

 合併に関する事項の概要は次のと

おりであります。 

(1) 合併の目的 

  株式会社モリヤマは(以下、「㈱

モリヤマ」)は、国内の主要消費地

である中部、西部地域における当

社製品の在庫・流通拠点である

「在庫センター」としての機能を

果たしてきました。しかしなが

ら、製品の世界市場での共通化、

技術革新による製品寿命の短縮化

の進展、流通・情報システムの著

しい発展等により経営環境は大き

く変化してきました。こうした状

況下において当社は、従来の「在

庫センター」機能の見直しの一環

として、㈱モリヤマの製品在庫の

保有・管理機能を当社へ吸収する

ことにより棚卸資産の効率的な活

用、顧客情報の迅速な反映、ユー

ザーサービスの向上を実現するこ

とができ、当社グループの経営の

効率化に資するものと判断し、㈱

モリヤマを吸収合併しました。 

(2) 合併の方式 

  当社を存続会社とする吸収合併

方式とし、㈱モリヤマは解散しま

した。 

(3) 合併比率並びに合併交付金 

  ㈱モリヤマは当社の完全子会社

であるため、本合併による新株式

の発行及び資本金の増加並びに合

併交付金の支払はありません。 

  



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

３ 株式会社タンガロイの概要 

  

(社債の発行について) 

 当社は、平成18年８月７日開催の

取締役会において、第２回無担保社

債(適格機関投資家限定)の発行を決

議し、下記のとおり発行いたしまし

た。 

商号 株式会社タン
ガロイ 

主な事業内容 超硬工具の製
造販売 

設立年月日 昭和９年12月

本店所在地 神奈川県川崎
市幸区堀川町
580番地ソリッ
ドスクエア 

代表者 徳永昭大 

資本金 8,000百万円 
(平成18年７月
25日現在) 

決算期 ３月31日 

１ 社債の種類 無担保国内普
通社債(適格機
関投資家限定)

２ 発行総額 15,500百万円 
３ 発行価額 額面100円につ

き金100円 
４ 利率 0.666％ (平成

18年８月18日
から平成18年
11月17日まで)

５ 年限 ６ヶ月 
６ 発行日 平成18年８月

17日 
７ 償還期限 平成19年２月

16日 
８ 資金の使途 株式会社タン

ガロイの株式
取得 

  (4) 財産の引継 

  合併期日において㈱モリヤマの

資産・負債及び権利義務の一切を

引継いでおります。 

  なお、㈱モリヤマから引継いだ

資産及び負債は次のとおりであり

ます。 

(平成18年12月１日現在)

  

(5) 業績に与える影響 

  ㈱モリヤマは当社が100％を所有

する連結子会社であったため、連

結財務諸表に対する影響はありま

せん。 

科目
金額

(百万円) 
科目 

金額 
(百万円)

(資産の
部) 

(負債の 
部) 

 

流動資
産 

3,526
流動負
債 

1,401

固定資
産 

286
固定負
債 

―

負債の
部合計 

1,401

資産の
部合計 

3,812
差引正
味財産 

2,410



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

  
前中間会計期間末 

(平成18年５月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年５月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金及び預金 272 1,203 387 

 ２ 受取手形 470 388 453 

 ３ 売掛金 7,134 8,062 7,902 

 ４ たな卸資産 6,420 8,090 5,914 

 ５ 短期貸付金 5,084 3,239 4,365 

 ６ 繰延税金資産 270 373 205 

 ７ その他 ※４ 767 525 1,219 

    貸倒引当金 △56 △0 △0 

    流動資産合計 20,363 30.4 21,882 25.1 20,447 23.8

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

  (1) 建物 ※1,2 8,525 10,492 8,516 

  (2) 機械及び装置 ※１ 7,818 8,970 8,739 

  (3) 土地 ※２ 6,020 6,157 5,989 

  (4) その他 ※１ 2,313 1,570 3,134 

    有形固定資産合計 24,677 36.8 27,191 31.1 26,380 30.8

 ２ 無形固定資産 459 0.7 808 0.9 469 0.6

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券 ※２ 14,923 29,935 30,868 

  (2) 出資金 4,026 5,442 5,442 

  (3) 長期貸付金 1,125 1,017 1,118 

  (4) 繰延税金資産 484 ― ― 

  (5) その他 ※１ 1,179 1,189 1,200 

    貸倒引当金 △161 △156 △156 

    投資その他の資産合計 21,577 32.1 37,429 42.9 38,474 44.8

    固定資産合計 46,714 69.6 65,430 74.9 65,324 76.2

    資産合計 67,077 100.0 87,312 100.0 85,771 100.0

    



  

  

  
前中間会計期間末 

(平成18年５月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年５月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

 １ 買掛金 1,727 1,761 1,781 

 ２ 短期借入金 ※２ 100 18,216 14,402 

 ３ １年以内返済予定の 
   長期借入金 

※２ 4,543 3,793 7,043 

 ４ 未払法人税等 953 618 93 

 ５ 未払費用 3,361 3,262 3,298 

 ６ 役員賞与引当金 90 97 150 

 ７ その他 ※４ 1,731 2,928 3,019 

    流動負債合計 12,508 18.6 30,678 35.2 29,790 34.7

Ⅱ 固定負債   

 １ 長期借入金 ※２ 8,184 10,391 11,413 

 ２ 退職給付引当金 2,402 22 21 

 ３ 繰延税金負債 ― 195 147 

 ４ その他 66 67 67 

    固定負債合計 10,653 15.9 10,677 12.2 11,650 13.6

    負債合計 23,162 34.5 41,355 47.4 41,440 48.3

    



  

  

  
前中間会計期間末 

(平成18年５月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年５月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金 10,404 15.5 10,404 11.9 10,404 12.1

 ２ 資本剰余金   

  (1) 資本準備金 12,051 12,051 12,051 

  (2) その他資本剰余金 2,204 2,204 2,204 

   資本剰余金合計 14,256 21.2 14,256 16.3 14,256 16.6

 ３ 利益剰余金   

  (1) 利益準備金 2,008 2,008 2,008 

  (2) その他利益剰余金   

    固定資産圧縮積立金 170 160 165 

    別途積立金 10,500 10,500 10,500 

    繰越利益剰余金 7,364 10,607 8,005 

   利益剰余金合計 20,043 29.9 23,277 26.7 20,679 24.1

 ４ 自己株式 △1,781 △2.6 △2,793 △3.2 △1,786 △2.0

   株主資本合計 42,923 64.0 45,143 51.7 43,553 50.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

988 1.5 798 0.9 775 0.9

 ２ 繰延ヘッジ損益 4 0.0 15 0.0 1 0.0

   評価・換算差額等合計 992 1.5 813 0.9 777 0.9

   純資産合計 43,915 65.5 45,956 52.6 44,330 51.7

   負債純資産合計 67,077 100.0 87,312 100.0 85,771 100.0

    



② 【中間損益計算書】 
  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    23,426 100.0 23,352 100.0   46,971 100.0

Ⅱ 売上原価    16,409 70.0 16,600 71.1   33,583 71.5

   売上総利益    7,017 30.0 6,752 28.9   13,388 28.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費    4,210 18.0 4,495 19.3   8,624 18.4

   営業利益    2,806 12.0 2,257 9.6   4,764 10.1

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息   24   26 55   

 ２ 受取配当金   823   913 1,619   

 ３ その他   255 1,103 4.7 333 1,273 5.5 438 2,112 4.5

Ⅴ 営業外費用          

 １ 支払利息   52   161 173   

 ２ 売上割引   327   330 649   

 ３ その他   248 627 2.7 96 588 2.5 247 1,070 2.2

   経常利益    3,282 14.0 2,942 12.6   5,806 12.4

Ⅵ 特別利益          

 １ 貸倒引当金戻入益   2   5 63   

 ２ 投資有価証券売却益   35   220 277   

 ３ 退職給付制度間移行 
   利益   ―   ― 103   

 ４ 抱合せ株式消滅差額   ―   1,847 ―   

 ５ その他   1 39 0.1 4 2,076 8.9 1 446 1.0

Ⅶ 特別損失          

 １ 固定資産除却損 ※１ 93   54 170   

 ２ 固定資産売却損 ※２ 16   2 24   

 ３ 関係会社株式売却損   ―   ― 3   

 ４ 投資有価証券評価損   3   ― 0   

 ５ 関係会社株式評価損   ―   ― 13   

 ６ ゴルフ会員権評価損   9 123 0.5 ― 56 0.2 9 221 0.5

   税引前中間(当期) 
   純利益    3,198 13.6 4,961 21.3   6,030 12.9

   法人税、住民税及び 
   事業税   966   784 1,150   

   法人税等調整額   45 1,012 4.3 212 997 4.3 886 2,036 4.4

   中間(当期)純利益    2,185 9.3 3,964 17.0   3,994 8.5



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 

  

  

  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 資本 

準備金 

その他 
資本 

剰余金 

資本

剰余金 
合計 

利益 

準備金

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 
合計 

固定資
産圧縮 
積立金 

別途

積立金

繰越
利益 

剰余金 

平成17年11月30日残高(百万円) 10,404 12,051 2,234 14,285 2,008 128 10,500 6,955 19,593 △850 43,432 

中間会計期間中の変動額                       

 剰余金の配当               △1,569 △1,569   △1,569 

 利益処分による役員賞与               △166 △166   △166 

 固定資産圧縮積立金積立           60   △60 ―   ― 

 固定資産圧縮積立金取崩           △18   18 ―   ― 

 中間純利益               2,185 2,185   2,185 

 自己株式の取得                   △1,010 △1,010 

 自己株式の処分     △29 △29           79 50 

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額(純額)                       

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― △29 △29 ― 42 ― 408 450 △930 △509 

平成18年５月31日残高(百万円) 10,404 12,051 2,204 14,256 2,008 170 10,500 7,364 20,043 △1,781 42,923 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算

差額等合計 

平成17年11月30日残高(百万円) 885 ― 885 44,317 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当       △1,569 

 利益処分による役員賞与       △166 

 固定資産圧縮積立金積立       ― 

 固定資産圧縮積立金取崩       ― 

 中間純利益       2,185 

 自己株式の取得       △1,010 

 自己株式の処分       50 

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額(純額) 

102 4 106 106 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

102 4 106 △402 

平成18年５月31日残高(百万円) 988 4 992 43,915 



当中間会計期間(自 平成18年12月１日 至 平成19年５月31日) 

  

  

  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 資本 

準備金 

その他 
資本 

剰余金 

資本

剰余金 
合計 

利益 

準備金

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 
合計 

固定資
産圧縮 
積立金 

別途

積立金

繰越
利益 

剰余金 

平成18年11月30日残高(百万円) 10,404 12,051 2,204 14,256 2,008 165 10,500 8,005 20,679 △1,786 43,553 

中間会計期間中の変動額                       

 剰余金の配当               △1,367 △1,367   △1,367 

 固定資産圧縮積立金取崩           △4   4 ―   ― 

 中間純利益               3,964 3,964   3,964 

 自己株式の取得                   △1,007 △1,007 

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額(純額)                       

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― ― ― ― △4 ― 2,602 2,597 △1,007 1,589 

平成19年５月31日残高(百万円) 10,404 12,051 2,204 14,256 2,008 160 10,500 10,607 23,277 △2,793 45,143 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算

差額等合計 

平成18年11月30日残高(百万円) 775 1 777 44,330 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当       △1,367 

 固定資産圧縮積立金取崩       ― 

 中間純利益       3,964 

 自己株式の取得       △1,007 

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額(純額) 

22 13 35 35 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

22 13 35 1,625 

平成19年５月31日残高(百万円) 798 15 813 45,956 



前事業年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

  

  

  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本

合計 資本 
準備金 

その他 
資本 

剰余金 

資本

剰余金 
合計 

利益

準備金

その他利益剰余金
利益 

剰余金 
合計 

固定資

産圧縮 
積立金 

別途

積立金

繰越

利益 
剰余金 

平成17年11月30日残高(百万円) 10,404 12,051 2,234 14,285 2,008 128 10,500 6,955 19,593 △850 43,432

事業年度中の変動額           

 剰余金の配当       △2,741 △2,741   △2,741

 利益処分による役員賞与       △166 △166   △166

 固定資産圧縮積立金積立       60 △60 ―   ―

 固定資産圧縮積立金取崩       △23 23 ―   ―

 当期純利益       3,994 3,994   3,994

 自己株式の取得         △1,015 △1,015

 自己株式の処分     △29 △29   79 50

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純額)           

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― △29 △29 ― 36 ― 1,049 1,086 △935 121

平成18年11月30日残高(百万円) 10,404 12,051 2,204 14,256 2,008 165 10,500 8,005 20,679 △1,786 43,553

  
評価・換算差額等

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算

差額等合計 

平成17年11月30日残高(百万円) 885 ― 885 44,317

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当   △2,741

 利益処分による役員賞与   △166

 固定資産圧縮積立金積立   ―

 固定資産圧縮積立金取崩   ―

 当期純利益   3,994

 自己株式の取得   △1,015

 自己株式の処分   50

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純額) 

△109 1 △108 △108

事業年度中の変動額合計(百万円) △109 1 △108 12

平成18年11月30日残高(百万円) 775 1 777 44,330



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

次へ 

前中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) たな卸資産 
  商品……総平均法による低価法 
  製品・仕掛品…総平均法による

原 価 法、た だ
し、販売用機械
は個別法による
原価法 

  原材料…総平均法による原価法 
  貯蔵品…最終仕入原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) たな卸資産 
  商品……同左 
  製品・仕掛品…同左 
  
  
  
  
  原材料…同左 
  貯蔵品…同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) たな卸資産 
  商品……同左 
  製品・仕掛品…同左 
  
  
  
  
  原材料…同左 
  貯蔵品…同左 

 (2) 有価証券 
 ① 満期保有目的の債券 
     …償却原価法 
  
  

 (2) 有価証券 
 ① 満期保有目的の債券 
     …同左 
  

 (2) 有価証券 
 ① 満期保有目的の債券 
     …同左 
  

 ② 子会社株式及び関連会社株
式 

     …移動平均法による原
価法 

 ② 子会社株式及び関連会社株
式 

     …同左 
  

 ② 子会社株式及び関連会社株
式 

     …同左 
  

 ③ その他有価証券 
    時価のあるもの 
     …中間決算日の市場価

格等に基づく時価法 
      (評価差額は全部純

資産直入法により処
理し、売却原価は移
動平均法により算
定) 

 ③ その他有価証券 
    時価のあるもの 
     …同左 

 ③ その他有価証券 
    時価のあるもの 
     …決算日の市場価格等

に基づく時価法(評
価差額は全部純資産
直入法により処理
し、売却原価は移動
平均法により算定) 

    時価のないもの 
     …移動平均法による原

価法 

    時価のないもの 
     …同左 

    時価のないもの 
     …同左 

 (3) デリバティブ 
   時価法 

 (3) デリバティブ 
同左 

 (3) デリバティブ 
同左 

２ 固定資産の減価償却方法 
 (1) 有形固定資産 
   定率法によっております。た

だし、平成10年４月１日以降取
得の建物(建物附属設備を除く)
については定額法によっており
ます。 

   なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。 
建物 ３～50年
機械及び装置 ９～10年

２ 固定資産の減価償却方法 
 (1) 有形固定資産 
     …同左 

  
  
  
  
    
  

   
   

２ 固定資産の減価償却方法 
 (1) 有形固定資産 
     …同左 

  
  
  
  
    
  

   
   

 (2) 無形固定資産……定額法  (2) 無形固定資産……同左  (2) 無形固定資産……同左 
 (3) 長期前払費用……均等償却  (3) 長期前払費用……同左  (3) 長期前払費用……同左 
 (4) 信託建物・構築物……定率法  (4) 信託建物・構築物……同左  (4) 信託建物・構築物……同左 
 (5) 信託機械装置等 
  (イ)信託機械装置……定額法 

 (5) 信託機械装置等 
  (イ)信託機械装置……同左 

 (5) 信託機械装置等 
  (イ)信託機械装置……同左 

  (ロ)信託工具器具備品……定率
法 

  (ロ)信託工具器具備品……同左   (ロ)信託工具器具備品……同左 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不
能見込額を計上しております。 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 

同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

 (2) 役員賞与引当金 

   役員賞与の支出に備えるた

め、会社が算出した当中間会計

期間に負担すべき支給見込額を

計上しております。 

 (2) 役員賞与引当金 

同左 

 (2) 役員賞与引当金 

   役員賞与の支出に備えるた

め、会社が算出した当事業年度

に負担すべき支給見込額を計上

しております。 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る金額を計上しております。 

   数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により、翌期から費用

処理することとしております。 

 (3) 退職給付引当金 

   一部の従業員の退職給付に備

えるため、退職給付債務の見込

額に基づき、中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 (3) 退職給付引当金 

   一部の従業員の退職給付に備

えるため、退職給付債務の見込

額に基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認められる

額を計上しております。 

４ 外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。 

４ 外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

４ 外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５ リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移

転するものと認められるもの以外

のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によってお

ります。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

     …繰延ヘッジ処理を採用

しております。また、

為替予約等が付されて

いる外貨建金銭債権債

務については振当処理

に、特例処理の要件を

満たしている金利スワ

ップについては特例処

理によっております。 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

      …同左 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

      …同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   a.ヘッジ手段 

     …為替予約 

    ヘッジ対象 

     …外貨建金銭債権債務及
び外貨建予定取引 

   b.ヘッジ手段 

     …金利スワップ 

    ヘッジ対象 

     …借入金 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   a.ヘッジ手段 

     …同左 

    ヘッジ対象 

     …同左 

  

   b.ヘッジ手段 

     …同左 

    ヘッジ対象 

     …同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   a.ヘッジ手段 

     …同左 

    ヘッジ対象 

     …同左 

  

   b.ヘッジ手段 

     …同左 

    ヘッジ対象 

     …同左 

 (3) ヘッジ方針 

     …リスク管理方針に基づ

き、為替変動リスク及

び金利変動リスクを一

定の範囲内でヘッジし

ております。 

 (3) ヘッジ方針 

     …同左 

 (3) ヘッジ方針 

     …同左 



  

  

次へ 

前中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

     …ヘッジ対象の債権債務

とヘッジ手段が同一通

貨の為替予約及び特例

処理によっている金利

スワップについては有

効性評価を省略してお

ります。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

     …同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

     …同左 

７ 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。 

７ 消費税等の会計処理 
同左 

７ 消費税等の会計処理 
同左 



(会計処理方法の変更) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間より、「固定資産

の減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成14

年８月９日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

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。 

――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、「固定資産の減

損に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年８

月９日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10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。 

(役員賞与に関する会計基準) 

 当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」(企業会計基準第

４号 平成17年11月29日)を適用して

おります。これにより販売費及び一

般管理費が90百万円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利益

がそれぞれ同額減少しております。 

――――― (役員賞与に関する会計基準) 

 当事業年度より、「役員賞与に関

する会計基準」(企業会計基準第４号

平成17年11月29日)を適用しておりま

す。これにより販売費及び一般管理

費が150百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益がそれ

ぞれ同額減少しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第５号 平成17

年12月９日)及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」(企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日)を適用して

おります。 

 なお、従来の資本の部に相当する

金額は、43,911百万円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

 当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号 平成17年

12月９日)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日)を適用してお

ります。 

 なお、従来の資本の部に相当する

金額は、44,329百万円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

――――― (企業結合に係る会計基準等) 

 当中間会計期間より、「企業結合

に係る会計基準」(「企業結合に係る

会計基準の設定に関する意見書」(企

業会計審議会 平成15年10月31日))

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18

年12月22日)を適用しております。 

――――― 



追加情報 

  

  

前へ   次へ 

前中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

――――― ――――― (退職給付制度の変更) 
 当社は、平成18年７月１日より適
格退職年金制度を確定拠出年金制度
へ100％移行いたしました。この移
行に関して、「退職給付制度間の移
行等に関する会計処理」(企業会計
基準適用指針第１号 平成14年１月
31日)を適用することにより、特別
利益103百万円が発生しておりま
す。 

――――― (株式会社オーモリとの合併) 
 当社は、平成19年４月９日開催の
取締役会において、当社の完全子会
社である株式会社オーモリを吸収合
併することを決議いたしました。合
併の効力発生日は平成19年12月１日
を予定しております。 
 合併に関する事項の概要は次の通
りであります。 
(1) 合併の目的 

グループ経営の一層の効率化推
進のため、国内における在庫セン
ター機能を当社へ完全統合するこ
とといたしました。 

(2) 合併方式 
当社を存続会社とする吸収合併

方式とし、㈱オーモリは解散いた
します。 

(3) 合併比率並びに合併交付金 
㈱オーモリは当社の完全子会社

であるため、本合併による新株式
の発行及び資本金の増加並びに合
併交付金の支払いはありません。 

(4) 業績に与える影響 
 ① 当期(平成19年11月期） 

当期末日が合併効力発生日(平
成19年12月１日)以前であるた
め、本吸収合併処理による業績
に与える直接的な影響はありま
せん。 

 ② 来期(平成20年11月期) 
   企業結合会計基準の適用によ

り、合併効力発生日における㈱
オーモリの株主資本と子会社株
式(抱合せ株式)の帳簿価額との
差額が特別損益 (「抱合せ株式
消滅差額」)として計上されま
す。この会計処理により現時点
では特別利益の発生を見込んで
いますが、その影響額について
は確定次第公表いたします。 

――――― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成18年５月31日) 

当中間会計期間末
(平成19年５月31日) 

前事業年度末 
(平成18年11月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

47,729百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

49,070百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

48,450百万円 

   投資その他の資産に含まれる

信託固定資産の減価償却累計

額 

409百万円 

   投資その他の資産に含まれる

信託固定資産の減価償却累計

額 

434百万円 

   投資その他の資産に含まれる

信託固定資産の減価償却累計

額 

427百万円 

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

 (1) 有形固定資産 

   上記のうち工場財団設定分 

建物 5,874百万円

土地 3,378百万円

計 9,252百万円

 (1) 有形固定資産 

   上記のうち工場財団設定分 

建物 8,121百万円

土地 3,378百万円

計 11,500百万円

 (1) 有形固定資産 

   上記のうち工場財団設定分 

建物 6,185百万円

土地 3,378百万円

計 9,563百万円

   上記担保に対応する債務 

建物 5,785百万円

土地 3,299百万円

計 9,085百万円

短期借入金 100百万円

   上記担保に対応する債務 

建物 8,038百万円

土地 3,299百万円

計 11,338百万円

短期借入金 15,400百万円 

長期借入金 5,700百万円 

(うち１年内返済 637百万円)

   上記担保に対応する債務 

建物 6,096百万円

土地 3,299百万円

計 9,396百万円

短期借入金 2,700百万円

 (2) その他 

   営業取引の担保(質権)に供し

ております。 

投資有価証券 13百万円

 (2) その他 

   営業取引の担保(質権)に供し

ております。 

投資有価証券 16百万円

 (2) その他 

   営業取引の担保(質権)に供し

ております。 

投資有価証券 14百万円



  

  

前へ   次へ 

前中間会計期間末 
(平成18年５月31日) 

当中間会計期間末
(平成19年５月31日) 

前事業年度末 
(平成18年11月30日) 

 ３ 偶発債務 

   次の会社及び当社従業員につ

いて、その金融機関からの借入

金等に対し債務保証を行ってお

ります。 

 ３ 偶発債務 

   次の会社及び当社従業員につ

いて、その金融機関からの借入

金等に対し債務保証を行ってお

ります。 

 ３ 偶発債務 

   次の会社及び当社従業員につ

いて、その金融機関からの借入

金等に対し債務保証を行ってお

ります。 

(注) 外貨建保証債務は中間期末日

の為替相場により円換算してあ

ります。 

大宝精密工具 

股份有限公司 

1,288百万円

 

OSG 

Ferramentas 

De Precisâo  
Ltda. 

10百万円

 

TAIHO TOOL 

(BVI)Inc. 

570百万円

 

大宝(東莞) 

模具切削工具 

有限公司 

297百万円

OSG Tap and 

Die,Inc. 
226百万円

OSG GmbH 12百万円

従業員 30百万円

合計 2,435百万円

大宝精密工具 

股份有限公司 

2,177百万円

 

OSG 

Ferramentas 

De Precisâo 
Ltda. 

10百万円

 

Carbide 

Cutting  Tool

PVT, LTD. 

254百万円

 

㈱日新ダイヤ

モンド製作所 
238百万円

大宝(東莞) 

模具切削工具 

有限公司 

121百万円

OSG  

Royco,  

S.A. de C.V. 

107百万円

OSG GmbH 7百万円

従業員 16百万円

合計 2,934百万円

大宝精密工具 

股份有限公司 

1,828百万円

 

OSG 

Ferramentas 

De Precisâo 
Ltda. 

10百万円

 

大宝(東莞) 

模具切削工具 

有限公司 

232百万円

Carbide 

Cutting  Tool 

PVT, LTD. 

173百万円

OSG  

Royco,  

S.A. de C.V. 

18百万円

OSG GmbH 10百万円

従業員 26百万円

合計 2,300百万円

※４ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

※４ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

――――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

※1 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物 76百万円

機械及び装置 7百万円

その他 9百万円

計 93百万円

※1 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物 10百万円

機械及び装置 36百万円

その他 7百万円

計 54百万円

※1 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物 118百万円

機械及び装置 37百万円

その他 14百万円

計 170百万円

※2 固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。 

土地 14百万円

建物 1百万円

機械及び装置 0百万円

その他 0百万円

計 16百万円

※2 固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。 

機械及び装置 2百万円

※2 固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。 

土地 22百万円

建物 1百万円

機械及び装置 0百万円

その他 0百万円

計 24百万円

３ 減価償却実施額 

  有形固定資産 1,214百万円

  無形固定資産 52百万円

  投資その他の 

  資産に含まれ 

  る信託固定資 

  産 

18百万円

３ 減価償却実施額 

  有形固定資産 1,463百万円

  無形固定資産 63百万円

  投資その他の

  資産に含まれ

  る信託固定資

  産 

16百万円

３ 減価償却実施額 

  有形固定資産 2,700百万円

  無形固定資産 109百万円

  投資その他の 

  資産に含まれ 

  る信託固定資 

  産 

36百万円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

(注) 普通株式の自己株式数の増加451,755株は、旧商法第211条の３条第１項第２号の規定に基づく自己株式の買受け447,000株、

単元未満株式の買取りによる増加4,755株によるものであります。また普通株式の自己株式数の減少57,102株は、新株予約権

付社債転換請求によるものであります。 

  

当中間会計期間(自 平成18年12月１日 至 平成19年５月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

(注) 普通株式の自己株式数の増加585,069株は、会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の買受け581,000

株、単元未満株式の買取りによる増加4,069株によるものであります。 

  

前事業年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

(注) 普通株式の自己株式数の増加454,665株は、旧商法第211条の３条第１項第２号の規定に基づく自己株式の買受け447,000株、

単元未満株式の買取りによる増加7,665株によるものであります。また普通株式の自己株式数の減少57,102株は、新株予約権

付社債転換請求によるものであります。 

  

  前事業年度末株式数 
当中間会計期間
増加株式数 

当中間会計期間
減少株式数 

当中間会計期間末 
株式数 

普通株式 (注) 876,300株 451,755株 57,102株 1,270,953株 

合計 876,300株 451,755株 57,102株 1,270,953株 

  前事業年度末株式数 
当中間会計期間
増加株式数 

当中間会計期間
減少株式数 

当中間会計期間末 
株式数 

普通株式 (注) 1,273,863株 585,069株 ―株 1,858,932株 

合計 1,273,863株 585,069株 ―株 1,858,932株 

  前事業年度末株式数 
当事業年度
増加株式数 

当事業年度
減少株式数 

当事業年度末株式数

普通株式 (注) 876,300株 454,665株 57,102株 1,273,863株 

合計 876,300株 454,665株 57,102株 1,273,863株 



(リース取引関係) 

  

  
前へ   次へ 

前中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械及 
び装置 

4,054 1,069 2,984

その他 437 159 278

合計 4,492 1,228 3,263

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械及 
び装置 

3,969 1,507 2,462

その他 445 207 237

合計 4,415 1,715 2,700

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械及
び装置

4,054 1,324 2,729

その他 410 165 245

合計 4,465 1,490 2,975

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 590百万円

１年超 2,713百万円

合計 3,304百万円

１年以内 658百万円

１年超 2,074百万円

合計 2,733百万円

１年以内 658百万円

１年超 2,359百万円

合計 3,018百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 322百万円

減価償却費 

相当額 
293百万円

支払利息相当額 32百万円

支払リース料 334百万円

減価償却費 

相当額 
294百万円

支払利息相当額 26百万円

支払リース料 605百万円

減価償却費 

相当額 
551百万円

支払利息相当額 58百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零(残価保証の取り決め

がある場合は残価保証額)とする

定額法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては利息法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

 (減損損失について) 

  リース資産に配分された減損損

失はありません。 

１年以内 20百万円

１年超 26百万円

合計 47百万円

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

 (減損損失について) 

同左 

１年以内 14百万円

１年超 13百万円

合計 28百万円

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料 

 (減損損失について) 

同左 

１年以内 18百万円

１年超 20百万円

合計 38百万円



(有価証券関係) 

  

(前中間会計期間)(平成18年５月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(当中間会計期間)(平成19年５月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(前事業年度)(平成18年11月30日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(企業結合等関係) 

当中間会計期間(自 平成18年12月１日 至 平成19年５月31日） 

 １ 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

① 結合企業 

② 被結合企業 

(2) 企業結合の法的形式 

オーエスジー株式会社を存続会社、株式会社モリヤマを消滅会社とする吸収合併方式。 

(3) 結合後企業の名称 

オーエスジー株式会社 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

㈱モリヤマの製品在庫の保有・管理機能を当社へ吸収することにより棚卸資産の効率的な活用、顧客情報

の迅速な反映、ユーザーサービスの向上を実現する事ができ、当社グループの経営の効率化に資するものと

判断したため。 

(5) 企業結合日 

平成18年12月１日 

２ 合併比率及び合併交付金 

㈱モリヤマは当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金

の支払いはありません。 

３ 実施した会計処理の概要 

企業結合に係る会計基準における共通支配下の取引として処理しております。 

名称 オーエスジー株式会社 

事業の内容 精密機械工具の製造及び販売 

名称 株式会社モリヤマ 

事業の内容 精密機械工具の販売 



４ 財産の引継 

合併期日において、㈱モリヤマの資産・負債及び権利義務の一切を引き継いでおります。 

なお、㈱モリヤマから引継いだ資産及び負債は次のとおりであります。 

(平成18年12月１日現在) 

５ 業績に与える影響 

当中間会計期間において、合併効力発生日における㈱モリヤマと子会社株式の帳簿価額との差額1,847百万円

を特別利益(抱合せ株式消滅差額)として計上しております。 

  

科目 
金額 

(百万円) 
科目

金額 
(百万円) 

(資産の部) 

流動資産 

固定資産 

  

3,526 

286 

(負債の部) 

流動負債 

固定負債 

  

1,401 

― 

負債の部合計 1,401

資産の部合計 3,812 差引正味財産 2,410



(１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１株当たり純資産額 449円56銭 １株当たり純資産額 473円31銭 １株当たり純資産額 453円83銭

１株当たり中間純利益 22円35銭 １株当たり中間純利益 40円64銭 １株当たり当期純利益 40円86銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

22円34銭
潜在株式が存在しないため
記載を省略しております。 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

40円85銭

項目 
前中間会計期間末
平成18年５月31日 

当中間会計期間末
平成19年５月31日 

前事業年度末 
平成18年11月30日 

中間貸借対照表(貸借対照表)の 
純資産の部の合計額(百万円) 

43,915 45,956 44,330

普通株式に係る純資産額(百万円) 43,915 45,956 44,330

普通株式の発行済株式数(株) 98,955,226 98,955,226 98,955,226

普通株式の自己株式数(株) 1,270,953 1,858,932 1,273,863

１株当たり純資産の算定に用いられた 
普通株式の数(株) 

97,684,273 97,096,294 97,681,363

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１株当たり 
中間(当期)純利益金額 

 

中間(当期)純利益(百万円) 2,185 3,964 3,994

普通株主に帰属しない金額
(百万円) 

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)
純利益(百万円) 

2,185 3,964 3,994

普通株式の期中平均 
株式数(株) 

97,807,836 97,557,720 97,750,099

   

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益金額 

 

普通株式増加数(株) 48,949 ― 26,357

(うち新株予約権) (48,949) (―) (26,357)



(重要な後発事象) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

(退職給付制度の変更) 

 当社は、平成18年７月１日より適

格退職年金制度を確定拠出年金制度

へ100％移行いたしました。この移

行に関して、「退職給付制度間の移

行等に関する会計処理」(企業会計

基準適用指針第１号)を適用するこ

とにより、特別利益103百万円が発

生しております。 

  

(資本・業務提携契約及び株式譲受

契約について) 

 当社は平成18年７月25日開催の取

締役会において、株式会社タンガロ

イ(本店：神奈川県川崎市、代表：

徳永昭大)との資本・業務提携契約

の締結を決議いたしました。 

 またそれに伴い、野村プリンシパ

ル・ファイナンス株式会社との間

で、タンガロイ株式の株式譲受契約

の締結も併せて決議し、取得を完了

いたしました。 

１ 資本・業務提携契約の内容 

 当社と株式会社タンガロイは、

生産、販売、研究開発等の各分野

における相互の経営資源の有効活

用を目的として、総合的な提携を

行います。 

 また、その関係強化のために当

社はタンガロイの株式を取得いた

しました。 

２ 株式譲受契約の内容 

株式の取得先 野村プリンシ
パル・ファイ
ナンス株式会
社 

取得前の所有株 
式数 

0株 
(所有割合0％)

取得株式数 6,750株 
(取得金額 
15,660百万円)

取得後の所有株 
式数 

6,750株 
(所有割合 
   19.18％)

株式の譲受日 平成18年８月
18日 

――――― (株式会社モリヤマとの合併) 

 当社は、平成18年９月26日の取締

役会決議に基づき、平成18年12月１

日、完全子会社である株式会社モリ

ヤマを吸収合併しました。 

 合併に関する事項の概要は次のと

おりであります。 

(1) 合併の目的 

  株式会社モリヤマは(以下、「㈱

モリヤマ」)は、国内の主要消費地

である中部、西部地域における当

社製品の在庫・流通拠点である

「在庫センター」としての機能を

果たしてきました。しかしなが

ら、製品の世界市場での共通化、

技術革新による製品寿命の短縮化

の進展、流通・情報システムの著

しい発展等により経営環境は大き

く変化してきました。こうした状

況下において当社は、従来の「在

庫センター」機能の見直しの一環

として、㈱モリヤマの製品在庫の

保有・管理機能を当社へ吸収する

ことにより棚卸資産の効率的な活

用、顧客情報の迅速な反映、ユー

ザーサービスの向上を実現するこ

とができ、当社グループの経営の

効率化に資するものと判断し、㈱

モリヤマを吸収合併しました。 

(2) 合併の方式 

  当社を存続会社とする吸収合併

方式とし、㈱モリヤマは解散しま

した。 

(3) 合併比率並びに合併交付金 

  ㈱モリヤマは当社の完全子会社

であるため、本合併による新株式

の発行及び資本金の増加並びに合

併交付金の支払はありません。 

  



  

  

前へ     

前中間会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

当中間会計期間
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年５月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

３ 株式会社タンガロイの概要 

  

(社債の発行について) 

 当社は、平成18年８月７日開催の

取締役会において、第２回無担保社

債(適格機関投資家限定)の発行を決

議し、下記のとおり発行いたしまし

た。 

商号 株式会社タン
ガロイ 

主な事業内容 超硬工具の製
造販売 

設立年月日 昭和９年12月

本店所在地 神奈川県川崎
市幸区堀川町
580番地ソリッ
ドスクエア 

代表者 徳永昭大 

資本金 8,000百万円 
(平成18年７月
25日現在) 

決算期 ３月31日 

１ 社債の種類 無担保国内普
通社債(適格機
関投資家限定)

２ 発行総額 15,500百万円 
３ 発行価額 額面100円につ

き金100円 
４ 利率 0.666％ (平成

18年８月18日
から平成18年
11月17日まで)

５ 年限 ６ヶ月 
６ 発行日 平成18年８月

17日 
７ 償還期限 平成19年２月

16日 
８ 資金の使途 株式会社タン

ガロイの株式
取得 

  (4) 財産の引継 

  合併期日において㈱モリヤマの

資産・負債及び権利義務の一切を

引継いでおります。 

  なお、㈱モリヤマから引継いだ

資産及び負債は次のとおりであり

ます。 

(平成18年12月１日現在)

  

(5) 業績に与える影響 

  企業結合に係る会計基準の適用

により、合併効力発生日における

㈱モリヤマと子会社株式の帳簿価

額との差額1,847百万円を特別利益

(抱合せ株式消滅差額)として計上

しました。 

科目
金額

(百万円) 
科目 

金額 
(百万円)

(資産の
部) 

(負債の 
部) 

 

流動資
産 

3,526
流動負
債 

1,401

固定資
産 

286
固定負
債 

―

負債の
部合計 

1,401

資産の
部合計 

3,812
差引正
味財産 

2,410



(2) 【その他】 

第95期(平成18年12月１日から平成19年11月30日まで)中間配当については、平成19年６月27日開催の取締役会に

おいて、平成19年５月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間

配当を行うことを決議いたしました。 

  

１ 中間配当金の総額 1,165百万円

２ １株当たり中間配当金 12円 

３ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成19年８月１日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1) 
  
  

有価証券報告書 

及びその添付書類 
  

事業年度 

(第94期) 
  

自 平成17年12月１日
至 平成18年11月30日

  

  
平成19年２月19日 

関東財務局長に提出。 
  

(2) 
  
  

自己株券買付状況 

報告書 
  

報告期間 

  
  

自 平成19年４月９日
至 平成19年４月30日

  

  
平成19年５月14日 

関東財務局長に提出。 
  

    
報告期間 

  
  

自 平成19年５月１日
至 平成19年５月31日

  

  
平成19年６月８日 

関東財務局長に提出。 
  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  

  



独立監査人の中間監査報告書 
  

 
オーエスジー株式会社 

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオーエ

スジー株式会社の平成17年12月１日から平成18年11月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年12月１日か

ら平成18年５月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株

主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、オーエスジー株式会社及び連結子会社の平成18年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間(平成17年12月１日から平成18年５月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準が適用され

ることとなったため、この会計基準を適用し中間連結財務諸表を作成している。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年７月25日開催の取締役会において、資本・業務提携契

約の締結と株式譲受契約の締結を決議し、平成18年８月18日に株式を譲り受けた。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年８月７日開催の取締役会において、普通社債を発行す

る決議をし、平成18年８月17日に発行した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

  平成18年８月18日

取締役会 御中 

監査法人トーマツ   

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  平  野  善  得  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  大  橋  英  之  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  高  橋  寿  佳  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
  

 
オーエスジー株式会社 

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオーエ

スジー株式会社の平成18年12月１日から平成19年11月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18年12月１日か

ら平成19年５月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株

主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、オーエスジー株式会社及び連結子会社の平成19年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間(平成18年12月１日から平成19年５月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

  

  平成19年８月20日

取締役会 御中 

監査法人トーマツ   

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  平  野  善  得  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  大  橋  英  之  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  高  橋  寿  佳  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
  

 
オーエスジー株式会社 

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオーエ

スジー株式会社の平成17年12月１日から平成18年11月30日までの第94期事業年度の中間会計期間(平成17年12月１日から

平成18年５月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、オーエスジー株式会社の平成18年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年12月

１日から平成18年５月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準が適用されるこ

ととなったため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成している。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年７月25日開催の取締役会において、資本・業務提携契

約の締結と株式譲受契約の締結を決議し、平成18年８月18日に株式を譲り受けた。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年８月７日開催の取締役会において、普通社債を発行す

る決議をし、平成18年８月17日に発行した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

  平成18年８月18日

取締役会 御中 

監査法人トーマツ   

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  平  野  善  得  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  大  橋  英  之  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  高  橋  寿  佳  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 
  

 
オーエスジー株式会社 

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオーエ

スジー株式会社の平成18年12月１日から平成19年11月30日までの第95期事業年度の中間会計期間(平成18年12月１日から

平成19年５月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、オーエスジー株式会社の平成19年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成18年12月

１日から平成19年５月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から企業結合に係る会計基準が適用されることになった

ため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

  

  平成19年８月20日

取締役会 御中 

監査法人トーマツ   

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  平  野  善  得  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  大  橋  英  之  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  高  橋  寿  佳  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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