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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 26,592 △27.4 1,105 △75.9 339 △91.7 △82 ―
20年3月期 36,632 0.6 4,585 △12.1 4,082 △18.0 2,567 △18.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △1.84 ― △0.7 0.9 4.2
20年3月期 57.45 ― 21.2 10.4 12.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 34,092 11,652 34.2 261.15
20年3月期 38,068 13,138 34.5 294.09

（参考） 自己資本   21年3月期  11,652百万円 20年3月期  13,138百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 232 △836 529 4,184
20年3月期 1,967 △1,990 △549 4,447

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 446 17.4 3.7
21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 223 ― 1.8
22年3月期 

（予想）
― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

7,200 △46.5 △900 ― △1,100 ― △1,100 ― △24.65

通期 16,000 △39.8 △1,600 ― △1,900 ― △1,950 ― △43.70



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注）１株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 47,178,956株 20年3月期 47,178,956株
② 期末自己株式数 21年3月期  2,557,326株 20年3月期  2,503,043株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 19,920 △32.5 57 △97.9 △216 ― 483 △69.9
20年3月期 29,503 △4.8 2,775 △17.6 2,442 △24.7 1,607 △41.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 10.83 ―
20年3月期 35.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 30,355 12,293 40.5 275.50
20年3月期 32,544 12,254 37.7 274.30

（参考） 自己資本 21年3月期  12,293百万円 20年3月期  12,254百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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予想等の将来に関する記述は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々
な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については４ページ「次期の見通し」をご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

5,700 △39.9 △500 ― △550 ― △550 ― △12.33

通期 12,100 △39.3 △1,500 ― △1,550 ― △1,600 ― △35.86



 

 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当期の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や原材料価格の高騰

により、企業の生産活動が著しく停滞し、設備投資や個人消費も悪化するなど、急激な景気後退に見舞われました。 

海外におきましても、世界的な金融危機の広まりが実体経済へ波及する中、米国、欧州はもとより、アジアにおいても

景気の減速が強まるなど、当社グループを取り巻く経営環境は極めて厳しい状況が続きました。 

このような状況の中で当社グループは、顧客ニーズに合った製品の開発、海外市場への積極的な販売活動及び顧客サー

ビスの強化、生産効率の向上、固定費の削減などに重点を置き取り組んでまいりました結果、売上高は前連結会計年度比

27.4％減の 26,592 百万円、利益につきましては、円高に伴う為替差損などの要因もあり、経常利益は前連結会計年度比

91.7％減の 339 百万円、当期純損失は 82 百万円（前連結会計年度は当期純利益 2,567 百万円）となりました。 

 

当連結会計年度のセグメント別の業績は次のとおりであります。 

《事業の種類別セグメント》 

ア.工作機械 

工作機械事業では、国内市場におきましては期の後半からの世界的な景気後退の影響を受け、自動車関連産業、電

機業界、機械業界の設備投資意欲の減退が一段と強まり、工作機械需要は急激に減少いたしました。特に、主力であ

る平面研削盤の販売は、金型業界の需要減少を受け、低迷いたしました。 
海外市場におきましては、アメリカ市場及びヨーロッパ市場が比較的順調に推移し、東アジアユーザー向けには複

数台の大型専用機などを出荷できたものの、期の後半には、金融危機の影響により世界中の経済が急速に悪化したこ

とから、全地域での受注の減少が顕著となりました。 
このような結果、売上高は前連結会計年度比 24.3％減の 17,473 百万円、営業利益は同 67.3％減の 911 百万円とな

りました。 

イ.半導体関連装置 

半導体関連装置事業では、世界経済の減速懸念により各半導体メーカーが生産調整や設備投資の凍結・延期の姿勢

を強めたことにより、全体的に厳しい状況で推移いたしました。特に、主力のグラインダーやウェーハ材料メーカー

向けポリッシングマシンの受注の低迷が続きました。 

このような状況ではありますが、インクジェットプリンタヘッド用ウェーハ加工向けのグラインダーや自動車用パ

ワーデバイスグラインダーなど、成長が期待されている市場における製品の開発と販売に注力いたしました。 

また、液晶用ガラス基板研磨装置につきましては、前連結会計年度よりの受注残もあり、売上は堅調に推移いたし

ました。 

このような結果、売上高は前連結会計年度比 32.7％減の 9,118 百万円、営業利益は同 54.8％減の 1,178 百万円とな

りました。 

《所在地別セグメント》 

ア.日 本 

売上高は前連結会計年度比 29.7％減の 21,489 百万円、営業利益につきましても同 70.1％減の 1,300 百万円となり

ました。 

 

イ.北 米 

売上高は前連結会計年度比21.3％減の2,319百万円、営業利益につきましても同94.1％減の26百万円となりました。 

 

ウ.東南アジア 

売上高は前連結会計年度比8.6％減の1,458百万円、営業利益につきましては同11.8％増の727百万円となりました。 

 

エ.ヨーロッパ 

売上高は前連結会計年度比13.2％減の1,324百万円、営業利益につきましても同24.5％減の117百万円となりました。 



 

 

②次期の見通し 

今後の経済動向につきましては、世界各国で様々な経済対策が打ち出されているものの、その効果が直ちに市場に浸透

するとは考えられず、依然として先行き不透明な状況が続くものと考えております。 
このような中で当社グループは、業種を選択したアプローチを行うなど、効率を重視した販売活動に注力してまいりま

す。また、機能・精度・操作性・環境対応等、幅広い市場ニーズに対応した製品や新しい加工技術を提案し販売の強化を

はかると共にコスト削減や経費削減を進め、内製化率を高めるなど、利益確保に向けた諸施策を積極的に実施し、収益性

の向上に努めてまいります。 

次期の業績の見通しにつきましては、売上高 16,000 百万円、営業損失 1,600 百万円、経常損失 1,900 百万円、当期純損

失 1,950 百万円を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して 3,975 百万円減少し 34,092 百万円となりました。内訳につ

いては、流動資産は前期末比 3,060 百万円減少の 22,141 百万円、固定資産は同 915 百万円減少の 11,951 百万円でありま

す。 

流動資産減少の主な要因は、売上高の減少による受取手形及び売掛金の減少で、前期末比 2,231 百万円減少し、9,501

百万円となりました。固定資産減少の主な要因は、有形固定資産の減少であり、前期末比 847 百万円減少し 10,810 百万円

となりました。これは、主に在外子会社の有形固定資産が為替変動等により 802 百万円減少したことによるものでありま

す。 

当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して 2,489 百万円減少し 22,439 百万円となりました。この

減少の主な要因は、支払手形及び買掛金の減少であり、前期末比 2,189 百万円減少し 2,269 百万円となりました。  

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末と比較して 1,485 百万円減少し 11,652 百万円となりました。この減少

の主な要因は、利益剰余金が前期末比 924 百万円減少し 9,787 百万円となったことによるものであります。  

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 34.5％から 34.2％となりました。  



 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比較して 263

百万円（5.9%）減少し、4,184 百万円となりました。  

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  

（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、232 百万円（前期比 88.2%減）となりました。これは主に、仕入債務の減少 2,230 百

万円や法人税等の支払 1,238 百万円により資金が減少した一方で、減価償却費の計上 1,146 百万円、売上債権の減少 2,125

百万円、並びにたな卸資産の減少 483 百万円により資金が増加したこと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）  

投資活動の結果使用した資金は、836 百万円（前期比 58.0%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 973 百万円によるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果得られた資金は、529 百万円（前期は 549 百万円の使用）となりました。これは主に、配当金の支払 441

百万円や長期借入金の返済 1,702 百万円により資金が減少した一方で、短期借入金が純額で 2,770 百万円増加したことに

よるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 

 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期 平成 21 年 3月期 

自 己 資 本 比 率            (％) 27.6 34.5 34.2 

時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率         (％) 63.5 27.3 11.0 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率(年) 2.7 7.9 76.4 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ           (倍) 13.9 4.2 0.6 

(注)自 己 資 本 比 率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

ｲ ﾝ ﾀ ﾚ ｽ ﾄ ･ ｶ ﾊ ﾞ ﾚ ｯ ｼ ﾞ ･ ﾚ ｼ ｵ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は株主に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつとして位置づけ、内部留保とのバランスを考慮しつつ、安定的

な配当を継続して行うことを基本方針としております。 

当期の期末配当金につきましては、上記のとおり大変厳しい決算内容となりましたため、誠に遺憾ではありますが前期に

比べ１株につき５円減配の５円とさせていただきたいと存じます。 

なお、内部留保資金につきましては、今後の製造・開発に見合った環境設備や生産拠点の充実に充当し、企業体質の一層

の強化と事業拡大のために有効に投資していく所存であります。 

次期の配当金につきましては、世界的な経済混乱の長期化が予想される中、当社グループの業績が非常に厳しい見通しで

あることから、誠に遺憾ではありますが、無配とさせていただく予定であります。



 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。 
 
①市況変動について 

当社グループが販売する工作機械、半導体関連装置業界は、景気変動の影響を受け易い特徴があり、設備投資や個人消

費の動向が企業業績に与える影響は小さくありません。特に、景気の停滞期には、設備投資や個人消費の低迷による需要

の冷え込みから業界全体の受注総額が縮小し、当社グループの業績を悪化させる要因となります。 
 

②依存度の高い販売先について 

当社グループの売上高のうち、旭硝子㈱及びその子会社に対する売上高の構成比は、平成20年3月期において約10.5％、

平成 21 年 3月期において約 18.9％を占めています。 

将来、当該販売先の当社グループ及び当社製品に対する取引方針が変化した場合には、当社グループの業績に影響を与

える可能性があります。 

 

③有利子負債への依存について 

当社グループの直近３期の期末有利子負債残高及び総資産に占める割合は下記のとおりであります。 
当社は、借入金比率の削減による財務体質の強化に努めておりますが、今後の経済情勢等により、市場金利が変動した

場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期 平成 21 年 3月期 

有利子負債残高(百万円) 15,374 15,564 17,734

総資産(百万円) 40,142 38,068 34,092

総資産に占める割合(%) 38.3 40.9 52.0

 

④資金調達に係わるリスク 

当社グループは、銀行からの借入金による資金調達を中心に、シンジケートローン等の方法により調達方法の多様化を

図っておりますが、契約内容に一定の財務制限条項等が付されている場合があり、当該事由に抵触した場合には当社グル

ープの資金繰りに影響を与える可能性があります。 



 

 

 

２.企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社及び関係会社 11 社（連結子会社 7 社、非連結子会社 4 社）により構成され、主な事業内容と当該

事業における位置付けと事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。 

[工作機械] 

製造は当社を主として、海外連結子会社の OKAMOTO (SINGAPORE) PTE, LTD.、OKAMOTO (THAI) CO., LTD.、国内連結子会社

の岡本工機㈱、㈱ニッショー、技研㈱の 6社が行っております。 

販売は国内では、主として当社が直接または代理店を通じて行っており、海外では、連結子会社の OKAMOTO CORPORATION、

OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH の 2 社が現地販売を行い、それ以外については、当社の海外支店及び代理店を通じて行っ

ております。 

また当社製品の保守業務は、国内においては、主に技研㈱が行っております。 

[半導体関連装置] 

製造は当社を主として、海外連結子会社の OKAMOTO (SINGAPORE) PTE, LTD.、OKAMOTO (THAI) CO., LTD.、国内連結子会社

の岡本工機㈱、協力会社で行っております。販売は国内では、主として当社が直接または代理店を通じて行っております。海

外では、連結子会社の OKAMOTO CORPORATION、OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH の 2 社が現地販売を行い、それ以外につい

ては、当社の海外支店及び代理店を通じて行っております。 

 

 

上図の子会社７社は全て連結子会社であります。 

 

 

その他 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は昭和 10 年の創立以来、社是｢技術は正しく｣をメーカーとしてのバックボーンとし、「常に 先端技術を追求し、お

客様にご満足いただける精巧比なき、価値ある製品をつくり、社会に貢献する」ことを経営の基本理念としております。併

せて、人と自然環境の融合を視野に入れた製品づくりに積極的に取り組んでいるところであります。 

これらの実行と実現には裏付けとなる確かな企業力が必要不可欠です。工作機械、半導体関連装置の両分野における「総

合砥粒加工機メーカー」として当社グループは技術開発力・生産力・営業力など持てる経営資源を駆使することはもちろん、

発想力・企画力など創造的なパワーを結集し、岡本工作機械でなければ成し得ない事業展開を積極的に推進してまいります。 

（２）会社の目標とする経営指標 

当社グループが目標としている経営指標は次の通りであります。 

経営指標 採用理由 目標数値 
実績(連結) 

平成21年3月期
施  策 

売上高経常利益率 経営効率改善 10％以上 1.3％ 購買管理の強化及び支払利息の減少 

総資産経常利益率 資本効率改善 9.0％以上 0.9％ 使用資本の効率化及び利益率の向上 

損 益 分 岐 点         収益体質改善 230 億円以下  260 億円 海外生産拠点への生産シフトの継続､徹底

（３）会社の中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

当社グループでは、中長期的な戦略として下記の諸施策を掲げ『景気に左右されることなく利益を上げ得る強固な経営体

質』の確立・定着を図るべく、全社を挙げて取り組んでおります。 

１．売上の安定化と利益重視の施策 
① 安定的な売上と粗利の確保 

・ 超高精度研削盤：販売事例の世界展開 
・ 汎用研削盤：業種、機種、地区別販売戦略の展開 
・ 液晶用ガラス基板研磨装置：次世代要求への対応 
・ 既存機種の後継機・新機種の開発 

② コスト削減策 
・ 外部支出費の削減 
・ 新製品、大型特殊仕様機種のコスト管理強化 
・ 全社的な品質管理システムの確立 
・ 海外生産拠点への生産シフトの継続、徹底 

③ 社内環境整備 
・ 超高精度研削盤の製造・開発に見合った環境整備 
・ 内製化、増産要求に応えるための生産拠点の充実 

④ 各子会社の収益向上と体質強化 

２．資金効率の改善及び有利子負債の削減 
① 棚卸資産の削減 
② 売上債権の回収促進 
③ 機動的な資金調達 

超高精度研削盤の製造・開発に見合った環境設備につきましては、当社安中工場において、検査測定設備整備の一環とし

て検査室の改装工事を行いました。また、機動的な資金調達として、当社グループ全体での資金需要の変動や緊急時の資金

ニーズに備えて、当社においてシンジケーション方式によるコミットメントラインを設定いたしました。 

（４）会社の経営上の重要な契約等 

 当社は、当社グループ全体での資金調達の安定化並びに今後の事業展開における機動的な資金調達を可能にすることを目

的として、平成 20 年 9月 25 日付で三菱 UFJ 信託銀行株式会社をアレンジャーとする参加金融機関 9行との間で、総額 30 億

円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結いたしました。



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,424 4,948

受取手形及び売掛金 11,733 9,501

たな卸資産 7,483 －

商品及び製品 － 1,290

仕掛品 － 3,771

原材料及び貯蔵品 － 1,641

繰延税金資産 241 39

未収入金 30 50

その他 322 935

貸倒引当金 △34 △37

流動資産合計 25,201 22,141

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,275 11,705

減価償却累計額 △5,672 △6,801

建物及び構築物（純額） 5,602 4,903

機械装置及び運搬具 12,552 10,816

減価償却累計額 △8,931 △8,260

機械装置及び運搬具（純額） 3,620 2,555

工具、器具及び備品 2,982 2,866

減価償却累計額 △2,415 △2,405

工具、器具及び備品（純額） 567 461

土地 1,491 1,502

リース資産 － 1,556

減価償却累計額 － △323

リース資産（純額） － 1,232

建設仮勘定 375 154

有形固定資産合計 11,657 10,810

無形固定資産   

その他 74 75

無形固定資産合計 74 75

投資その他の資産   

投資有価証券 474 370

長期貸付金 63 63

その他 617 653

貸倒引当金 △21 △21

投資その他の資産合計 1,134 1,065

固定資産合計 12,866 11,951

資産合計 38,068 34,092



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,459 2,269

短期借入金 5,899 8,595

1年内返済予定の長期借入金 1,665 3,921

リース債務 － 295

未払法人税等 678 106

賞与引当金 353 179

その他 1,816 884

流動負債合計 14,873 16,253

固定負債   

長期借入金 7,999 4,294

リース債務 － 626

退職給付引当金 1,078 1,105

役員退職慰労引当金 195 24

その他 783 135

固定負債合計 10,056 6,186

負債合計 24,929 22,439

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,880 4,880

利益剰余金 10,711 9,787

自己株式 △1,310 △1,319

株主資本合計 14,282 13,348

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18 19

為替換算調整勘定 △1,162 △1,714

評価・換算差額等合計 △1,143 △1,695

純資産合計 13,138 11,652

負債純資産合計 38,068 34,092



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 36,632 26,592

売上原価 25,726 19,881

売上総利益 10,906 6,710

販売費及び一般管理費 6,321 5,604

営業利益 4,585 1,105

営業外収益   

受取利息 21 17

受取配当金 6 9

受取賃貸料 4 12

物品売却益 28 32

デリバティブ評価益 48 －

雑収入 66 47

営業外収益合計 176 119

営業外費用   

支払利息 469 377

支払手数料 57 70

為替差損 104 377

雑損失 46 60

営業外費用合計 678 885

経常利益 4,082 339

特別利益   

固定資産売却益 6 24

貸倒引当金戻入額 4 2

特別利益合計 11 26

特別損失   

固定資産処分損 1 －

投資有価証券評価損 － 107

その他 1 －

特別損失合計 2 107

税金等調整前当期純利益 4,091 258

法人税、住民税及び事業税 1,455 131

過年度法人税等 67 －

法人税等調整額 0 209

法人税等合計 1,523 340

当期純利益又は当期純損失（△） 2,567 △82



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,880 4,880

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,880 4,880

利益剰余金   

前期末残高 7,934 10,711

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △69

当期変動額   

剰余金の配当 △313 △446

当期純利益又は当期純損失（△） 2,567 △82

連結子会社からの自己株式の取得 245 －

在外子会社固定資産評価替 278 △325

当期変動額合計 2,777 △854

当期末残高 10,711 9,787

自己株式   

前期末残高 △1,289 △1,310

当期変動額   

自己株式の取得 △20 △8

当期変動額合計 △20 △8

当期末残高 △1,310 △1,319

株主資本合計   

前期末残高 11,524 14,282

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △69

当期変動額   

剰余金の配当 △313 △446

当期純利益又は当期純損失（△） 2,567 △82

自己株式の取得 △20 △8

連結子会社からの自己株式の取得 245 －

在外子会社固定資産評価替 278 △325

当期変動額合計 2,757 △863

当期末残高 14,282 13,348



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 104 18

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86 0

当期変動額合計 △86 0

当期末残高 18 19

為替換算調整勘定   

前期末残高 △569 △1,162

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △592 △552

当期変動額合計 △592 △552

当期末残高 △1,162 △1,714

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △464 △1,143

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △678 △551

当期変動額合計 △678 △551

当期末残高 △1,143 △1,695

純資産合計   

前期末残高 11,059 13,138

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △69

当期変動額   

剰余金の配当 △313 △446

当期純利益又は当期純損失（△） 2,567 △82

自己株式の取得 △20 △8

連結子会社からの自己株式の取得 245 －

在外子会社固定資産評価替 278 △325

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △678 △551

当期変動額合計 2,078 △1,415

当期末残高 13,138 11,652



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 4,091 258

減価償却費 1,143 1,146

退職給付引当金の増減額（△は減少） △42 △27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △177 △171

賞与引当金の増減額（△は減少） 18 △169

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 5

受取利息及び受取配当金 △28 △26

支払利息 469 377

支払手数料 50 70

為替差損益（△は益） 427 412

デリバティブ評価損益（△は益） △48 －

固定資産処分損益（△は益） △5 △20

投資有価証券評価損益（△は益） － 107

売上債権の増減額（△は増加） △339 2,125

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,776 483

その他の資産の増減額（△は増加） 5 △46

仕入債務の増減額（△は減少） △3,104 △2,230

未払消費税等の増減額（△は減少） 191 △210

その他の負債の増減額（△は減少） 221 △270

その他 5 －

小計 4,639 1,813

利息及び配当金の受取額 27 27

利息の支払額 △463 △370

法人税等の支払額 △2,235 △1,238

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,967 232

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 △678 △466

定期預金の払戻による収入 460 657

有形固定資産の取得による支出 △1,589 △973

有形固定資産の売却による収入 14 9

無形固定資産の取得による支出 △48 △28

投資有価証券の取得による支出 △151 △8

長期前払費用の増加による支出 △11 △13

その他 14 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,990 △836

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） △780 2,770

長期借入れによる収入 4,100 300

長期借入金の返済による支出 △3,090 △1,702

リース債務の返済による支出 － △343

手数料の支払による支出 △95 △43

自己株式の取得による支出 △20 △8

配当金の支払額 △310 △441

その他 △352 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △549 529

現金及び現金同等物に係る換算差額 △123 △188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △696 △263

現金及び現金同等物の期首残高 5,144 4,447

現金及び現金同等物の期末残高 4,447 4,184



 

 

 

（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 
 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社 7 社 OKAMOTO CORPORATION、OKAMOTO (SINGAPORE) PTE, LTD.、 

   岡本工機株式会社、株式会社ニッショー、技研株式会社 

   OKAMOTO (THAI) CO., LTD.、OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH 

また、非連結子会社 4社の総資産・売上高・当期純損益及び利益剰余金等は小規模であり、連結財務諸表に重要な影

響を及ぼさないため、連結の範囲より除外しております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

非連結子会社 4社は、当期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、持分法の適用を除外しております。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、すべて連結決算日（3月 31 日）と同一であります。 

 

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 

①有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法 

 その他有価証券 

 時価のあるもの…………連結会計期末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 

②デリバティブ·········時価法 

③たな卸資産 

評価基準は、当社及び国内連結子会社は原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)、

在外連結子会社は低価法によっております。  

商品及び製品…………当社及び国内連結子会社：機械本体は原則として個別法 

 附属品その他は主として移動平均法 

  在外連結子会社 ：主として先入先出法並びに個別法 

仕掛品…………………当社及び国内連結子会社：主として個別法 

  在外連結子会社 ：主として先入先出法 

原材料及び貯蔵品……当社及び国内連結子会社：主として移動平均法 

  在外連結子会社 ：主として先入先出法  

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日）を適用

しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。  

なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。



 

 
 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産(リース資産を除く)………当社及び在外連結子会社は定額法、国内連結子会社は定率法によっておりま

す。ただし、国内連結子会社については、平成 10 年 4 月 1日以降に取得し

た建物（建物附属設備は除く）について、定額法を採用しております。 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社の機械装置については、当連結会計年度より、平成 20 年度の税制改正による法定耐用年

数の変更を機会に経済的使用可能予測期間を見直した結果、耐用年数の短縮を行っております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整当期純利益に与える影響は軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。  

②無形固定資産(リース資産を除く)  

及び長期前払費用……当社及び国内連結子会社は定額法 

 ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく

定額法、市場販売目的のソフトウェアについては見込販売数量に基づく償却額と、残存見込

販売有効期間に基づく均等償却額との、いずれか大きい金額を計上しております。なお、当

連結会計年度末における見込販売有効期間は 3年としております。 

在外連結子会社は定額法 

③リース資産……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

所有権移転ファイナンス・ 

リース取引に係るリース資産……自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

所有権移転外ファイナンス・ 

リース取引に係るリース資産……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  

 

 (3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金……………当社及び国内連結子会社については、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。また在外連結子会社については個別に検討して得た損失見込

額を計上しております。 

 ②賞与引当金……………従業員の賞与の支給に充てるため、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

額に基づき計上しております。 

なお、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定年数（14 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度より費

用処理することとしております。 

 ④役員退職慰労引当金…一部の国内連結子会社については、役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退職慰労金規

程に基づき、期末要支給額を計上しております。 

（追加情報） 

役員退職慰労引当金については、従来、当社及び連結子会社３社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づき、連結会計年度末要支給額を計上しておりましたが、当社及び連結子会社２社は各社開催の定

時株主総会の日をもって、役員報酬制度見直しの一環として役員退職慰労金制度を廃止したため、全額取崩し、打ち

切り支給額の未払い分については「長期未払金」へ振替え、固定負債の「その他」に含めて表示しております。 



 

 

 

 (4)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法·······金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので特例処理を採用してお

ります。 

②ヘッジ手段と 

ヘッジ対象·······ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金利息 

③ヘッジ方針·············当社の内部規程である「市場リスク管理規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジしてお

ります。 

④ヘッジの有効性 

評価の方法······金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。 

 

 (5)消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、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からなっております。 

 

（７）連結財務諸表作成の為の基本となる重要な事項の変更 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。  

（リース取引に関する会計基準の適用） 

当社及び国内連結子会社に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成

５年６月 17 日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年３月 30 日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

これによる連結貸借対照表及び連結損益計算書に与える影響は軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

 

（８）表示方法の変更 

（連結貸借対照表） 

①「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成 20 年８月７日 内閣府令

第 50 号）が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結

会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「た

な卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 1,413 百万円、4,101 百万円、

1,968 百万円であります。 

②「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年

３月 30 日改正））の適用に伴い、在外連結子会社において、従来、「建物及び構築物」「機械装置及び運搬具」に含め

て表示していた「リース資産」、並びに流動負債及び固定負債の「その他」に含めて表示していた「リース債務」を当

連結会計年度からそれぞれ区分掲記しております。なお、前連結会計年度末における「リース資産」、並びに流動負債

及び固定負債の「リース債務」は、それぞれ 1,373 百万円、306 百万円、745 百万円であります。 



   

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

１．担保資産 

担保に供している資産（簿価）は次のとおりであり

ます。 

１．担保資産 

担保に供している資産（簿価）は次のとおりであり

ます。 

  （百万円）

建物及び構築物 3,416

機械装置及び運搬具 1,457

土地 1,488

投資有価証券 110

合計 6,473

  （百万円）

建物及び構築物 2,612

機械装置及び運搬具 1,174

土地 1,450

投資有価証券 81

合計 5,319

また、上記担保資産の他、安中工場財団形成物件は

下記のとおりであります。 

また、上記担保資産の他、安中工場財団形成物件は

下記のとおりであります。 

  （百万円）

建物及び構築物 2,028

機械装置及び運搬具 1,021

工具器具備品 111

合計 3,162

  （百万円）

建物及び構築物 2,026

機械装置及び運搬具 1,133

工具器具備品 91

合計 3,251

上記の担保資産に対する債務は次のとおりでりま

す。 

上記の担保資産に対する債務は次のとおりであり

ます。 

  （百万円）

短期借入金 5,182

長期借入金 2,521

（一年内返済予定額を含む） 

割引手形 162

銀行保証 54

合計 7,920

  （百万円）

短期借入金 5,341

長期借入金 1,964

（一年内返済予定額を含む） 

割引手形 70

銀行保証 52

合計 7,429

  （百万円）

２．受取手形割引高 162

受取手形裏書譲渡高 594

  （百万円）

２．受取手形割引高 104

受取手形裏書譲渡高 577

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．販売費及び一般管理費の主要な費目と金額 １．販売費及び一般管理費の主要な費目と金額 

  （百万円）

荷造発送費 1,003

給料手当 1,462

賞与引当金繰入額 114

退職給付費用 99

役員退職慰労引当金繰入額 48

減価償却費 63

貸倒引当金繰入額 1

  （百万円）

荷造発送費 766

給料手当 1,472

賞与引当金繰入額 50

退職給付費用 107

役員退職慰労引当金繰入額 1

減価償却費 67

貸倒引当金繰入額 7

２．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費       

（百万円） 

239  

なお、当期製造費用に含まれるものはありません。

２．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費       

（百万円） 

249  

なお、当期製造費用に含まれるものはありません。



    

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３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の株式数の増加45千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はない。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 （注）上記には、連結子会社が所有する自己株式に係る配当金が含まれております。なお、控除後の金額は313百万円で

あります。 

(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 

  

４．その他の事項 

 連結会計年度中の利益剰余金の変動額に含まれる「連結子会社からの自己株式の取得」は、非上場子会社株

式取得時の当該子会社が保有する当社株式の時価評価に係る繰延税金負債について、当該当社株式を当社へ売

却したことにより、売却益の一部が非課税になったことにより戻入したものであります。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  47,178  －  －  47,178

合計  47,178  －  －  47,178

自己株式         

普通株式（注）  2,457  45  －  2,503

合計  2,457  45  －  2,503

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  327  7 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  446 利益剰余金  10 平成20年３月31日 平成20年６月30日



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３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の株式数の増加54千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はない。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(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 

   

  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  47,178  －  －  47,178

合計  47,178  －  －  47,178

自己株式         

普通株式（注）  2,503  54  －  2,557

合計  2,503  54  －  2,557

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  446  10 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会(予定) 
普通株式  223 利益剰余金  5 平成21年３月31日 平成21年６月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※ 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 

※ 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20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

  （百万円）

現金及び預金勘定  5,424

預入期間が３カ月を超える定期預金  △929

当座借越  △46

現金及び現金同等物  4,447

  （百万円）

現金及び預金勘定  4,948

預入期間が３カ月を超える定期預金  △739

当座借越  △24

現金及び現金同等物  4,184



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上設定している売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(1) 工作機械……………研削盤、歯車機械及び歯車 

(2) 半導体関連装置……半導体・電子部品加工研削盤、ガラス基板研磨装置、スライシングマシン 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度762百万円、当

連結会計年度984百万円であります。その主なものは、当社本社の管理部門に係わる費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度6,226百万円、当連結会計年

度6,278百万円であります。その主なものは、余資運用資金（現金預金)、長期投資資金（投資有価証券)及

び管理部門が使用する有形固定資産等であります。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
工作機械 
（百万円） 

半導体関連装
置（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  23,073  13,558  36,632  －  36,632

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  (－)  －

計  23,073  13,558  36,632  (－)  36,632

営業費用  20,284  10,950  31,234  812  32,047

営業利益  2,789  2,608  5,397  (812)  4,585

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
                             

資産  21,906  9,935  31,842  6,226  38,068

減価償却費  883  256  1,139  3  1,143

資本的支出  1,532  258  1,791  4  1,795

  
工作機械 
（百万円） 

半導体関連装
置（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  17,473  9,118  26,592  －  26,592

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  － (－)  －

計  17,473  9,118  26,592 (－)  26,592

営業費用  16,561  7,939  24,501  984  25,486

営業利益  911  1,178  2,090  (984)  1,105

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
                             

資産  17,093  10,721  27,814  6,278  34,092

減価償却費  800  342  1,143  3  1,146

資本的支出  894  405  1,300  1  1,301



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米……………アメリカ 

(2) 東南アジア……シンガポール、タイ 

(3) ヨーロッパ……ドイツ 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度762百万円、当

連結会計年度984百万円であります。その主なものは、当社本社の管理部門に係わる費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度6,226百万円、当連結会計年

度6,278百万円であります。その主なものは、余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券）

及び管理部門が使用する有形固定資産等であります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  日本 
（百万円） 

北米
（百万円） 

東南アジア
（百万円） 

ヨーロッパ
（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  30,563  2,946  1,596  1,525  36,632  －  36,632

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,385  164  7,451  24  11,025  (11,025)  －

計  33,948  3,111  9,047  1,549  47,658  (11,025)  36,632

営業費用  29,601  2,664  8,396  1,393  42,055  (10,008)  32,047

営業利益  4,347  447  650  156  5,602  (1,017)  4,585

Ⅱ 資産  26,541  981  9,819  721  38,064  4  38,068

  日本 
（百万円） 

北米
（百万円） 

東南アジア
（百万円） 

ヨーロッパ
（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  21,489  2,319  1,458  1,324  26,592  －  26,592

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,079  34  7,081  6  9,201  (9,201)  －

計  23,568  2,354  8,539  1,330  35,793  (9,201)  26,592

営業費用  22,268  2,327  7,812  1,213  33,621  (8,135)  25,486

営業利益  1,300  26  727  117  2,172  (1,066)  1,105

Ⅱ 資産  23,891  968  7,266  604  32,732  1,360  34,092



 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)北米……………アメリカ 

(2)アジア…………台湾、韓国、中国、タイ、マレーシア、シンガポール 

(3)ヨーロッパ……ドイツ、イタリア、フランス 

(4)その他…………ブラジル、メキシコ、オーストラリア 

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。 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)北米……………アメリカ 

(2)アジア…………台湾、韓国、中国、タイ、マレーシア、シンガポール 

(3)ヨーロッパ……ドイツ、イタリア、ロシア 

(4)その他…………ブラジル、オーストラリア 

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。 

ｃ．海外売上高

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

  北米 アジア ヨーロッパ その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,380  11,145  1,485  259  17,270

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  36,632

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合(％) 
 12.0  30.4  4.0  0.7  47.1

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  北米 アジア ヨーロッパ その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,345  9,664  1,381  194  13,586

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  26,592

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合(％) 
 8.8  36.4  5.2  0.7  51.1



  

 （注） １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   

該当事項はありません。 

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項につ

いては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。   

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額        294円09銭

１株当たり当期純利益   57円45銭

１株当たり純資産額         261円15銭

１株当たり当期純損失     1円84銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在

していないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△)（百万円）  2,567  △82

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)（百万円）  2,567  △82

期中平均株式数（千株）  44,692  44,649

（重要な後発事象）

（開示の省略）



 

 

 

生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 

(1)生産実績 

 (単位：百万円未満切捨) 

当連結会計年度 

自 平成20年4月 1日 

至 平成21年3月31日 
事業の種類別セグメントの名称 

金 額 前年同期比 

工作機械 17,354 72.3％ 

半導体関連装置 10,757 69.7％ 

合 計         28,111 71.2％ 

(注)1.金額は販売価格によっております。 

  2.上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(2)商品仕入実績 

(単位：百万円未満切捨)

当連結会計年度 

自 平成20年4月 1日 

至 平成21年3月31日 
事業の種類別セグメントの名称 

金 額 前年同期比 

工作機械 － －％ 

半導体関連装置 205 23.7％ 

合 計         205 23.7％ 

(注)1.金額は仕入価格によっております。 

2.上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

２．受注状況 

(単位：百万円未満切捨)

当連結会計年度 

自 平成20年4月 1日 

至 平成21年3月31日 事業の種類別セグメントの名称 

金 額 前年同期比 

工作機械 12,831 60.6％ 

半導体関連装置 6,751 61.8％ 

合 計         19,583 61.0％ 

(注)上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

３．販売実績 

(単位：百万円未満切捨)

当連結会計年度 

自 平成20年4月 1日 

至 平成21年3月31日 
事業の種類別セグメントの名称 

金 額 前年同期比 

工作機械 17,473 75.7％ 

半導体関連装置 9,118 67.3％ 

合 計         26,592 72.6％ 

(注)上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,626 1,525

受取手形 1,251 971

売掛金 9,401 7,621

商品及び製品 736 366

原材料 804 －

仕掛品 2,608 2,875

貯蔵品 131 －

原材料及び貯蔵品 － 706

前払費用 166 124

繰延税金資産 101 －

関係会社短期貸付金 2,104 378

未収入金 111 68

未収還付法人税等 － 475

その他 13 162

貸倒引当金 △1 △12

流動資産合計 20,055 15,264

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,193 6,356

減価償却累計額 △3,828 △4,002

建物（純額） 2,364 2,354

構築物 374 376

減価償却累計額 △326 △332

構築物（純額） 47 44

機械及び装置 4,023 4,021

減価償却累計額 △3,000 △2,886

機械及び装置（純額） 1,023 1,135

工具、器具及び備品 1,570 1,586

減価償却累計額 △1,416 △1,469

工具、器具及び備品（純額） 154 116

土地 1,009 1,009

リース資産 － 76

減価償却累計額 － △9

リース資産（純額） － 67

建設仮勘定 81 127

有形固定資産合計 4,681 4,854

無形固定資産   

ソフトウエア 57 34

その他 12 12

無形固定資産合計 70 47



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 214 163

関係会社株式 6,767 6,767

関係会社出資金 306 306

関係会社長期貸付金 1,570 3,229

長期前払費用 97 67

その他 134 137

貸倒引当金 △482 △482

関係会社投資損失引当金 △871 －

投資その他の資産合計 7,738 10,188

固定資産合計 12,489 15,090

資産合計 32,544 30,355

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,818 1,818

買掛金 2,514 1,182

短期借入金 3,849 6,329

1年内返済予定の長期借入金 1,428 3,665

リース債務 － 10

未払金 532 242

未払費用 98 78

未払法人税等 402 17

未払消費税等 189 －

繰延税金負債 － 18

前受金 192 206

預り金 35 38

賞与引当金 168 81

流動負債合計 12,230 13,689

固定負債   

長期借入金 6,965 3,300

リース債務 － 62

繰延税金負債 29 29

退職給付引当金 587 542

役員退職慰労引当金 147 －

債務保証損失引当金 300 300

関係会社事業損失引当金 29 13

その他 － 125

固定負債合計 8,059 4,372

負債合計 20,290 18,061



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,880 4,880

利益剰余金   

利益準備金 60 105

その他利益剰余金   

別途積立金 4,000 6,000

繰越利益剰余金 4,415 2,407

利益剰余金合計 8,475 8,512

自己株式 △1,104 △1,113

株主資本合計 12,251 12,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3 14

評価・換算差額等合計 3 14

純資産合計 12,254 12,293

負債純資産合計 32,544 30,355



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 29,503 19,920

売上原価   

期首製品及び商品たな卸高 900 736

当期製品製造原価 16,174 12,168

当期商品仕入高 5,827 3,407

合計 22,901 16,311

他勘定振替高 31 3

期末製品及び商品たな卸高 736 366

売上原価合計 22,133 15,942

売上総利益 7,369 3,978

販売費及び一般管理費 4,594 3,920

営業利益 2,775 57

営業外収益   

受取利息 93 113

受取配当金 3 6

受取手数料 64 57

受取賃貸料 6 7

雑収入 33 19

営業外収益合計 202 203

営業外費用   

支払利息 249 224

支払手数料 57 70

賃貸資産諸経費 5 5

為替差損 186 132

雑損失 36 45

営業外費用合計 536 478

経常利益又は経常損失（△） 2,442 △216

特別利益   

関係会社投資損失引当金戻入益 237 871

関係会社事業損失引当金戻入額 17 16

貸倒引当金戻入額 4 －

固定資産売却益 － 19

特別利益合計 258 906

特別損失   

投資有価証券評価損 － 77

特別損失合計 － 77

税引前当期純利益 2,700 612

法人税、住民税及び事業税 952 15

過年度法人税等 67 －

法人税等調整額 72 113

法人税等合計 1,093 128

当期純利益 1,607 483



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,880 4,880

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,880 4,880

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 27 60

当期変動額   

利益準備金の積立 33 45

当期変動額合計 33 45

当期末残高 60 105

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,000 4,000

当期変動額   

別途積立金の積立 2,000 2,000

当期変動額合計 2,000 2,000

当期末残高 4,000 6,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,168 4,415

当期変動額   

利益準備金の積立 △33 △45

別途積立金の積立 △2,000 △2,000

剰余金の配当 △327 △446

当期純利益 1,607 483

当期変動額合計 △753 △2,008

当期末残高 4,415 2,407

利益剰余金合計   

前期末残高 7,195 8,475

当期変動額   

利益準備金の積立 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △327 △446

当期純利益 1,607 483

当期変動額合計 1,279 36

当期末残高 8,475 8,512

自己株式   

前期末残高 △118 △1,104

当期変動額   

自己株式の取得 △986 △8

当期変動額合計 △986 △8

当期末残高 △1,104 △1,113

株主資本合計   

前期末残高 11,957 12,251

当期変動額   

剰余金の配当 △327 △446

当期純利益 1,607 483

自己株式の取得 △986 △8



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 293 27

当期末残高 12,251 12,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 62 3

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 10

当期変動額合計 △59 10

当期末残高 3 14

評価・換算差額等合計   

前期末残高 62 3

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 10

当期変動額合計 △59 10

当期末残高 3 14

純資産合計   

前期末残高 12,020 12,254

当期変動額   

剰余金の配当 △327 △446

当期純利益 1,607 483

自己株式の取得 △986 △8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59 10

当期変動額合計 234 38

当期末残高 12,254 12,293



 該当事項はありません。 

(4）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況



   

 (1）役員の異動 

 ① 代表取締役の異動 

    該当事項はありません。 

  

 ② その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補 

        取締役 高橋正弥 （現 管理部長兼財務部長兼グループ事業管理室長） 

      取締役 渡邊哲行 （現 OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH代表取締役社長） 

  

  ③ 就任予定日 

     平成21年6月26日  

   

６．その他
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