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(百万円未満切捨て)

１．2021年11月期第２四半期の連結業績（2020年12月１日～2021年５月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年11月期第２四半期 61,217 10.8 7,091 17.6 7,261 21.7 4,751 35.0

2020年11月期第２四半期 55,256 △15.8 6,027 △48.2 5,964 △50.7 3,519 △55.9
(注) 包括利益 2021年11月期第２四半期 10,532百万円( －％) 2020年11月期第２四半期 △530百万円( －％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年11月期第２四半期 48.73 48.22

2020年11月期第２四半期 36.19 35.81
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年11月期第２四半期 207,990 149,828 66.6

2020年11月期 200,112 140,179 64.6
(参考) 自己資本 2021年11月期第２四半期 138,499百万円 2020年11月期 129,338百万円
　

　

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年11月期 － 11.00 － 11.00 22.00

2021年11月期 － 14.00

2021年11月期(予想) － 17.00 31.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021年11月期の連結業績予想（2020年12月１日～2021年11月30日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 122,000 16.9 15,000 78.6 15,200 69.8 10,000 77.3 102.54
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年11月期２Ｑ 98,196,724株 2020年11月期 98,179,742株

② 期末自己株式数 2021年11月期２Ｑ 629,147株 2020年11月期 729,381株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年11月期２Ｑ 97,519,926株 2020年11月期２Ｑ 97,267,305株
　

(注)期末自己株式数には、オーエスジー社員持株会専用信託が保有する当社株式を含めております（2020年11月期
697,400株、2021年11月期第２四半期596,400株）。また、同信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算
において控除する自己株式に含めております（2020年11月期第２四半期863,743株、2021年11月期第２四半期
634,714株）。

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は
様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての
注意事項等については、添付資料P.2「1.(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
・当社は四半期決算補足説明資料を作成しており、決算発表後一週間以内に当社ホームページに掲載する予定で
す。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における経済環境は、昨年発生した新型コロナウイルス感染症の世界的な流行から

徐々に回復に向かいました。地域差はあるもののワクチンが普及してきたこともあり、直近では４月下旬をピーク

に新規感染者数は減少傾向にあります。国内においてはワクチンの接種があまり進んでいないこともあり、複数の

都道府県で再度緊急事態宣言が発令されるなど、景況は依然先行き不透明な状況となっております。一方で為替市

場における主要通貨の動きは、前年同期と比較して米ドルは円高、ユーロ及び中国元は円安で推移しました。

当社グループにおきましては、前期の後半より業績は回復基調にあり、地域によって強弱はあるものの、その傾

向は当期になってより顕著になりました。当社グループの主要な市場である自動車関連産業においても、主要国で

の自動車の月次生産台数は新型コロナウイルス感染症流行前に近い水準まで回復してきております。

以上の結果、売上高は61,217百万円（前年同期比10.8％増）、営業利益は7,091百万円（前年同期比17.6％増）、

経常利益は7,261百万円（前年同期比21.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は4,751百万円（前年同期比

35.0％増）となりました。また、海外売上高比率は前年同期と比較して増加し、62.4％（前年同期は57.7％）とな

っております。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末（以下、「前期末」という）と比較して

7,878百万円増加し、207,990百万円となりました。これは主に、第１四半期連結会計期間より子会社２社を連結の

範囲に含めたことにより関係会社株式（投資有価証券）が減少した一方で、現金及び預金、受取手形及び売掛金が

増加したことによるものであります。

負債は、前期末と比較して1,770百万円減少し、58,161百万円となりました。これは主に、未払法人税等が増加

した一方で、1年内返済予定の長期借入金が減少したことによるものであります。

純資産は、前期末と比較して9,648百万円増加し、149,828百万円となりました。これは主に、利益剰余金、為替

換算調整勘定が増加したことによるものであります。

以上の結果、自己資本比率は66.6％（前期末は64.6％）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年11月期の通期の連結業績予想については、2021年７月７日発表の予想数値から変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 37,807 44,095

受取手形及び売掛金 19,733 22,423

有価証券 0 1

商品及び製品 29,239 28,166

仕掛品 5,464 6,241

原材料及び貯蔵品 7,321 7,474

その他 3,279 2,847

貸倒引当金 △155 △162

流動資産合計 102,691 111,086

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 24,685 24,914

機械装置及び運搬具（純額） 34,500 33,701

土地 14,995 15,934

その他（純額） 5,417 5,758

有形固定資産合計 79,599 80,308

無形固定資産

のれん 4,273 5,122

その他 1,260 1,273

無形固定資産合計 5,533 6,395

投資その他の資産

投資有価証券 6,182 4,385

その他 6,471 6,190

貸倒引当金 △366 △377

投資その他の資産合計 12,287 10,199

固定資産合計 97,420 96,904

資産合計 200,112 207,990
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,308 4,844

短期借入金 4,473 4,718

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 － 1,670

1年内返済予定の長期借入金 8,522 4,162

未払法人税等 630 1,981

賞与引当金 381 297

役員賞与引当金 146 116

その他 8,858 9,996

流動負債合計 27,323 27,787

固定負債

社債 5,000 5,000

転換社債型新株予約権付社債 1,670 －

長期借入金 22,103 21,071

退職給付に係る負債 682 950

債務保証損失引当金 38 40

その他 3,115 3,312

固定負債合計 32,609 30,374

負債合計 59,932 58,161

純資産の部

株主資本

資本金 12,223 12,239

資本剰余金 12,934 12,961

利益剰余金 111,594 115,337

自己株式 △1,442 △1,242

株主資本合計 135,309 139,295

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,105 1,088

繰延ヘッジ損益 0 △15

為替換算調整勘定 △7,076 △1,870

その他の包括利益累計額合計 △5,970 △796

新株予約権 13 －

非支配株主持分 10,828 11,329

純資産合計 140,179 149,828

負債純資産合計 200,112 207,990
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年12月１日
　至 2020年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021年５月31日)

売上高 55,256 61,217

売上原価 33,333 38,013

売上総利益 21,922 23,204

販売費及び一般管理費 15,894 16,112

営業利益 6,027 7,091

営業外収益

受取利息 103 70

受取配当金 27 17

為替差益 － 108

補助金及び助成金 126 225

その他 599 370

営業外収益合計 856 793

営業外費用

支払利息 87 129

売上割引 342 347

為替差損 314 －

その他 175 146

営業外費用合計 920 623

経常利益 5,964 7,261

税金等調整前四半期純利益 5,964 7,261

法人税、住民税及び事業税 1,604 2,587

法人税等調整額 659 △266

法人税等合計 2,264 2,321

四半期純利益 3,700 4,940

非支配株主に帰属する四半期純利益 180 188

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,519 4,751
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年12月１日
　至 2020年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021年５月31日)

四半期純利益 3,700 4,940

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △714 △8

繰延ヘッジ損益 △0 △15

為替換算調整勘定 △3,516 5,619

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △3

その他の包括利益合計 △4,230 5,592

四半期包括利益 △530 10,532

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △29 9,871

非支配株主に係る四半期包括利益 △500 660
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年12月１日
　至 2020年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 5,964 7,261

減価償却費 5,120 5,295

のれん償却額 363 395

受取利息及び受取配当金 △130 △88

支払利息 87 129

持分法による投資損益（△は益） 10 6

売上債権の増減額（△は増加） 3,669 △1,177

たな卸資産の増減額（△は増加） △760 2,664

仕入債務の増減額（△は減少） △1,476 △153

未払費用の増減額（△は減少） △1,371 695

その他 △321 216

小計 11,156 15,245

利息及び配当金の受取額 138 88

利息の支払額 △78 △107

法人税等の支払額 △3,087 △946

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,129 14,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,466 △2,130

定期預金の払戻による収入 1,311 1,775

有形固定資産の取得による支出 △6,809 △2,463

有形固定資産の売却による収入 334 125

投資有価証券の取得による支出 △816 △5

子会社株式の取得による支出 △64 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△3,244 －

その他 △778 △136

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,532 △2,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 496 39

長期借入れによる収入 13,644 2

長期借入金の返済による支出 △489 △6,068

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△1,228 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 199 195

配当金の支払額 △2,353 △1,082

非支配株主への配当金の支払額 △154 △169

その他 △117 △159

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,997 △7,244

現金及び現金同等物に係る換算差額 △388 1,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,206 5,374

現金及び現金同等物の期首残高 23,704 33,299

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 120 73

現金及び現金同等物の四半期末残高 30,030 38,747
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見

積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響の収束時期等を含む仮定及び

会計上の見積りについて、重要な変更はありません。

（従業員等に信託を通じて当社の株式を交付する取引）

当社は、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、従業員

持株会に信託を通じて当社の株式を交付する取引を行っております。

１ 取引の概要

当社は、「オーエスジー社員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入するすべての従業員を受益者

とする「オーエスジー社員持株会専用信託」（以下、「従持信託」といいます。）を設定いたしました。従持信

託は、５年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を取得し、持株会に売却を行うものでありま

す。信託終了時に、株価の上昇により譲渡利益等が生じた場合には、受益者適格要件を満たす者に分配されま

す。株価の下落により譲渡損失等が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証事項に基

づき、当社が銀行に対して一括して弁済することになっております。

２ 信託に残存する当社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除きます。）により純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度1,391百万円、697,400

株、当第２四半期連結会計期間1,189百万円、596,400株であります。

３ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度1,421百万円、当第２四半期連結会計期間1,220百万円
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年12月１日 至 2020年５月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

日本 米州
欧州・
アフリカ

アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 23,588 9,846 9,935 11,885 55,256 － 55,256

セグメント間の内部
売上高又は振替高

8,431 170 46 918 9,566 △9,566 －

計 32,019 10,017 9,982 12,803 64,823 △9,566 55,256

セグメント利益 2,718 750 351 1,256 5,075 952 6,027

(注) １ 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年12月１日 至 2021年５月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

日本 米州
欧州・
アフリカ

アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 23,296 10,549 12,081 15,289 61,217 － 61,217

セグメント間の内部
売上高又は振替高

9,122 357 77 1,157 10,715 △10,715 －

計 32,419 10,907 12,158 16,447 71,932 △10,715 61,217

セグメント利益 2,779 1,515 1,051 2,318 7,664 △573 7,091

(注) １ 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（５）販売の状況

（単位：百万円）

品 目 別
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年12月１日
　至 2020年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021年５月31日)

切削工具

ねじ切り工具 17,144 20,909

ミーリングカッター 11,479 11,522

その他切削工具 15,556 17,436

計 44,179 49,867

転造工具 4,185 5,078

測定工具 916 819

その他

機械 2,288 1,962

その他 3,686 3,489

計 5,974 5,452

合 計 55,256 61,217

　


