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１. 18年  3月期の連結業績（平成 17年 4月 1日 ～ 平成 18年 3月 31日）
(1)連結経営成績 （百万円未満切り捨て表示）

売    上    高 営  業  利  益 経  常  利  益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年  3月期 151,342 31.3 18,688 74.4 17,068 82.2
17年  3月期 115,225 32.7 10,717 266.8 9,368 391.5

  当期純利益 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

株 主 資 本
当期純利益率

総 資 本
経常利益率

売 上 高
経常利益率

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

18年  3月期 12,110 33.5 80.03 - 17.0 11.5 11.3
17年  3月期 9,069 637.9 67.73 - 18.3 7.9 8.1

(注)①持分法投資損益 18年  3月期              232百万円          17年  3月期              256 百万円
     ②期中平均株式数（連結）　18年  3月期   150,105,556 株　　　17年  3月期   133,553,207 株
     ③会計処理の方法の変更 有
     ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態
総  資  産 株  主  資　本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年  3月期 178,841 91,089 50.9 539.88
17年  3月期 118,458 51,216 43.2 376.95

(注)期末発行済株式数（連結）　18年  3月期   168,538,446 株　　　17年  3月期   135,807,559 株

(3)連結キャッシュ･フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期　末　残　高
百万円 百万円 百万円 百万円

18年  3月期 11,653 △ 9,220 9,325 32,624
17年  3月期 15,559 △ 1,961 △ 18,156 18,475

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
    連結子会社数  11社   持分法適用非連結子会社数　0　社   持分法適用関連会社数　1　社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
    連結（新規）2　社  （除外）0　社   持分法（新規）0　社  （除外）　1　社

２. 19年  3月期の連結業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ）
　 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

中間期 85,000 10,300 9,500 5,500
通　　期 173,000 21,300 19,700 11,700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）                69円 42銭

※　業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な
不確定要因によって予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況 
当企業グループは、オークマ ホールディングス㈱（当社）、子会社 21 社及び関連会社 4

社で構成され、ＮＣ旋盤、マシニングセンタ、複合加工機、ＮＣ研削盤、数値制御装置等
の一般機械の製造・販売を主な事業内容としております。 

当企業グループの平成 18 年 3 月 31 日現在の事業系統図は、以下のとおりであります。 
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●　オークマ興産（株）
  部品加工、組立及び据付

○　（株）大隈技研
  機械設計

○　オークマスチールテクノ(株)
  板金加工

○　愛岐協商（株）
  建物管理

●　オークマ アメリカCorp.
  工作機械の製造・販売・ｻｰﾋﾞｽ

●オークマ ヨーロッパ GmbH
  販売・ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ

●大同大隈股芸有限公司
  工作機械の製造・販売・ｻｰﾋﾞｽ

●　(株)日本精機商会
  工作機械及び部品の販売
　　

● 北一大隈(北京)机床有限公司
  工作機械の製造･販売・ｻｰﾋﾞｽ

■　旭精機工業（株）

  

オークマ ホールディングス（株）　(注) 1

得意先・代理店
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○　OKUMA&HOWA
　　MACHINERY  ＩＮＣ．
 　  製品の保守修理

○ 　OKUMA&HOWA
　　MACHINERY  GmbH．
 　 製品の保守修理

○　大隈豊和機械(上海)有限公司

　　製品の保守修理

　　　　　　　　　　　

○　大隈豊和サービス（株）

　　　製品の保守修理　　　　　　　
　　　　

●　オークマ
 オーストラリア Pty.Ltd．
  販売･ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ

商
社

製品･サービスの流れ

部品調達他の流れ

●　連結子会社
○　非連結子会社
■　持分法適用関連会社
□　持分法非適用関連会社

100%出資 (注) 1 100%出資 (注) 1 100%出資 (注) 1

□　（株）ヴィッツ
  ソフト設計
  

●オークマ  ラテン アメリカ Ltda
  販売・ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ

商
社

○　オークマ
 テクノ タイランドＬｔｄ．
  販売・ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ

○ 大隈机床(上海) 有限公司
  販売･ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ

○　オークマ
 ニュージーランドLtd．（注）2
  販売･ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ

　　他２社（関連会社）

（注）1.オークマ㈱は、平成 17 年 10 月 1 日付にて、持株会社に移行すると同時に、オークマ 
ホールディングス㈱に商号変更いたしました。また株式交換により、大隈豊和機械㈱
及び大隈エンジニアリング㈱を完全子会社としました。 

2. 非連結子会社オークマ ニュージーランドLtd.は、平成17年4月1日に設立しました。 
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２．経 営 方 針  

（１）会社の経営の基本方針 
 当企業グループは、「ＯＫＵＭＡマインド」として以下のグループ企業理念を掲げてお
ります。 
  オークマグループは、社員およびオークマグループを支える全ての人々の幸せを実現す
るとともに、新たな価値を創造し、豊かな社会づくりに貢献します。 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 
 当企業グループは、安定配当を基本とし、企業体質の強化と将来の事業展開に備えるた
めの内部留保の充実などを総合的に勘案して、株主の皆様への利益還元を決定する方法を
採用しております。内部留保資金の使途としては、財務体質の強化および研究開発、設備
投資、海外展開、情報システムの高度化など将来の成長につながる戦略投資に充当したい
と考えております。 
 なお、当期の配当につきましては、経営統合記念配当２円を含んだ１株当たり年 12 円
配当を予定しております。 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
 当企業グループの株式投資単位の引下げにつきましては、今後、株式市場の動向や当企
業グループの業績及び株価等を総合的に考慮し、慎重に検討を進めてまいる所存でありま
す。 

（４）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 
 当企業グループは、「お客様第一主義」を基本として、品質、信頼性に基軸を置き、 
顧客のニーズを取り込んだ商品を全世界のユーザーに積極的に提供していくことで、収益
力及び財務体質の強化を図り、需要変動に左右されない強固な企業体質を構築してまいり
ます。 
 昨年 10 月、オークマ株式会社、大隈豊和機械株式会社及び大隈エンジニアリング株式
会社の３社は、持株会社「オークマ ホールディングス株式会社」のもとに経営統合し、
新生オークマグループとして新たなスタートを切りました。 

 スタート後、持株会社を含めた４社は、各社の持ち味を活かしながら、グループ内での
機能の統合・再編による事業強化を進めてまいりました。 

 その結果、グループ運営で培った各社共通の土壌を活かしつつ、かつ統合効果を確実に
実現するためには、４社を一つの事業体とすることが最善であると判断し、本年 7 月 1 日
付にて、持株会社を含めた 4 社は合併することで合意に至りました。 

 この 4 社の合併により、当企業グループは、オンリーワン技術の提供、最高のサービス
の提供、需要変動に影響されない強い経営基盤をいっそう追求し、「世界の工作機械のリ
ーディングカンパニー」として、永続的に成長してまいります。 
 また、昨年 5 月に発表いたしました「オークマ グループの中期経営目標」につきまし
ては、グループ経営統合１年目の平成 17 年度は、業績は順調に推移し、目標を大きく上
回る結果となりました。 
 次期平成 18 年度につきましても、合併効果を最大化する諸施策等の実行により、増収
増益を達成していきたいと考えております。また、平成 19 年度については、現時点では、
昨年の発表数字をそのまま設定しております。 

 オークマグループの中期経営目標（平成17 年５月発表） 
 平成 17 年度 

目標 (注)1① 
平成 19 年度 

目標 
 平成 17 年度 

実績 (注)1① 
平成 18 年度 
業績予想 

連 結 売 上 高 1,500 億円 1,700 億円  1,646 億円 1,730 億円 
連 結 営 業 利 益 150 億円 220 億円  197 億円 213 億円 
連 結 営 業 利 益 率 12.0% 12.9%  12.0% 12.3% 

（注）1. 各年度の数字は、同じ尺度で比較ができるよう、調整をして算出したものであり、
実績数値及び業績予想数値とは異なるものであります。 
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① 前ページ表中の平成 17 年度目標及び実績は、上期（平成 17 年 4 月から 9 月）

は、会社分割前のオークマ株式会社の連結決算の実績値に、大隈豊和機械株式
会社の実績数値を単純合算し、内部取引高を消去して算出したものであります。
また、下期（平成 17 年 10 月から平成 18年 3 月）は、持株会社体制における連
結決算の実績値を用いております。 

2. 予想及び目標に対する実際の業績は、経済環境や今後の様々な不確定要因の影響
により、変動する場合があります。 

 
 

３．経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 

 （１）当期の概況 

当期のわが国の経済は、企業収益の改善及び設備投資の増加と、個人消費の緩やかな回復
により、景気は着実に回復を続けております。 

工作機械業界におきましても、2005 年暦年の総受注額は 1兆 3千 6 百億円を超える史上 2
番目となる高い受注額を記録し、内需・外需とも好調に推移いたしました。 

国内市場では、機械の更新投資の活発化及び生産能力増強のための新規投資等により、自
動車関連向け及び一般機械向けの需要は高水準に推移しております。 

また、海外市場においても、米州及びアジア市場を中心に、受注額は堅調であります。 

このような状況の中で、当企業グループは、「オンリーワン技術」である熱変位補償シス
テム「サーモフレンドリーコンセプト」を適用した製品や、門形マシニングセンタ等の「オ
ンリーワン製品」の拡販に努め、売上高の拡大を図ってまいりました。 

また、昨年 10 月の経営統合実施に伴い、国内営業拠点の統合やオークマ・コールセンタ
ーの新設などのサービス強化策等を実施いたしました。オークマ及び大隈豊和機械製品の相
互販売開始と併せ、経営統合の効果が実現してきております。 

一方、生産面では、設備機械の新鋭化を積極的に行い、生産性の一層の向上を図るととも
に、全社でコストダウンを推進し、資材の値上げや増産に伴う経費増加を吸収いたしました。 

コストダウンについては、複数の製品間での部品ユニットや素材の共通化により、原価を
低減した結果、売上高原価率は前期比 1.6 ポイント低減いたしました。 

また、本年 3 月には、マシニングセンタ用主軸の一貫生産工場として、岐阜県可児市に可
児第 4 工場が竣工いたしました。この新工場により、生産能力を増強し、製品の納期短縮を
実現していきます。 

新製品では、5 軸複合マシニングセンタ「MU-500VA」が、2005 年十大新製品賞（日刊工業
新聞社主催）を受賞いたしました。今回の受賞は、高精度横形マシニングセンタ「MA-H シリ
ーズ」（2003 年度）、インテリジェント複合加工機「MULTUS B300」（2004 年度）に続き、3
年連続の受賞であり、オンリーワン製品を開発する企業として、その成果が広く認められた
ものであります。 

海外展開においては、欧米市場及び中国市場において、引き続き活発な営業活動を展開し
ております。 

上記の結果、当連結会計年度の売上高は、前期比 31.3％増の 151,342 百万円、営業利益は
同 74.4％増の 18,688 百万円、経常利益は同 82.2％増の 17,068 百万円、そして当期純利益
は同 33.5％増の 12,110 百万円となりました。 
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（２）次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、為替相場の動向、原油価格の高騰、金利の引き上げなどの
不安定な要素も見受けられますが、全般として、企業の設備投資や個人消費は、安定して推
移するものと考えております。 

工作機械業界におきましても、内需・外需とも引き続き旺盛な設備投資意欲を背景に、当
面は高水準の受注状況が続くものと考えております。 

このような状況の中で、当企業グループは、可児第４工場に引き続き、大型機械の組立工
場として、第５工場の建設を予定しております。既に稼働中の第４工場と合わせ、大型機械
の素材投入から組立まで一貫生産することにより、大幅な生産性の向上を目指します。 

同時に、オークマ及び大隈豊和機械製品の生産再配置による各工場の生産再編を行い、高
効率生産を実現していきます。 

また、前期に引き続き設備機械の投資や生産方法の改善を推進し、収益力及び財務体質の
強化に努めてまいります。 

本年７月１日に予定しております４社の合併に向けて、当企業グループは、オークマと大
隈豊和機械を中心として、以下の具体的施策の実現により、合併効果を最大化していきます。 

① 営業戦略 
国内・海外拠点統合の完了、グローバル販売体制の強化 

② 技術戦略 
世界最強の商品ラインアップの構築、オンリーワン商品の展開 

③ 製造戦略 
工場別の生産体制の再編による生産効率、生産能力の向上 

④ サービス及び情報戦略 
２４時間サービスによるお客様への最高のサービスの提供 
グループ内でのサービス及び情報システムの統一 

 
 
以上により、次期の連結及び個別決算の業績予想につきましては、下表のとおりでありま

す。 
 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

中間期－連結 85,000 10,300 9,500 5,500 

中間期－個別 38,400 4,150 3,780 2,290 

通 期－連結 173,000 21,300 19,700 11,700 

通 期－個別 112,500 12,180 11,260 6,770 

 
当社オークマ ホールディングス㈱は、平成18年７月１日付にて傘下の連結子会社3社（オ

ークマ㈱、大隈豊和機械㈱、大隈エンジニアリング㈱）と合併し、商号をオークマ㈱に変更
する予定であります。従って、上記の個別決算の予想につきましては、中間期及び通期とも
第１四半期のオークマ ホールディングス㈱の業績予想と、合併後の商号変更後のオークマ
㈱の業績予想を合算したものであります。 

また、次期の配当につきましては、普通配当１０円に、合併記念配当５円をプラスして、
１株当たり年間１５円を予定しております。 

なお、中間配当として、普通配当５円を予定しております。 
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（３）財政状態  
 当連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、32,624 百万円（前連結会計年度
末 18,475 百万円）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益 16,113 百万円、売上債
権の増加 1,365 百万円、たな卸資産の増加 3,952 百万円の計上と仕入債務の減少 1,680 百万
円等により 11,653 百万円の増加となりました（前年同期は 15,559 百万円の増加）。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出 6,620 百万円、無
形固定資産の取得による支出 1,394 百万円、投資有価証券の取得による支出 1,378 百万円等
により 9,220 百万円の減少となりました（前年同期は 1,961 百万円の減少）。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の借入による収入 7,000 百万円、長期
借入金の返済による支出 5,980 百万円、株式の発行による収入 8,532 百万円等により、9,325
百万円の増加となりました（前年同期は 18,156 百万円の減少）。 

 また、新たに大隈豊和機械㈱を連結したことにより、現金及び現金同等物が 3,552 百万円
増加しております 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 
 

 第 140 期 
平成16年3月期 

第 141 期 
平成17年3月期 

第 142 期 
平成18年3月期 

株主資本比率（％） 33.5 43.2 50.9 
時価ベースの株主資本比率（％） 43.1 63.2 152.3 
債務償還年数（年） 5.8 1.6 2.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 7.5 16.4 17.6 
（注）株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業活動におけるキャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動におけるキュッシュ・フロー／利払い 

① 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
② 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。 
③ 営業活動によるキャッシュ・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
きましては、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。 

 
（４）事業等のリスク  
当企業グループの事業及び業績見通しに関する主なリスク要因は以下のとおりでありま

す。当企業グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生し
た場合の対応に努める所存であります。なお、この事業等のリスクについては、本資料作成
日において認識しているものであります。 
 
① 工作機械の主要消費地域（日本、米州、欧州、中国を含むアジア）の経済状況と同地

域における設備投資需要の急激かつ大幅な変動 
② 米ドル、ユーロ等の対円為替相場の急激かつ大幅な変動 
③ 原油価格の高騰、鋳物・鉄などの価格高騰による原材料費の大幅な上昇及び資材の調

達リスクの増大 
④ 国内及び諸外国を含めた金利水準の急激かつ大幅な変動 
⑤ 国際情勢の変動に起因したテロなどの発生 
⑥ 台風、地震などの自然災害の発生、その他、当企業グループの事業活動に影響を与え

る事象 
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４．連 結 財 務 諸 表 

 
（1）連結貸借対照表  

（金額は百万円未満切り捨て） 

当    期 

(H18.3.31現在) 

前    期 

(H17.3.31現在) 

増  減 

科     目 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 

  ％  ％  

流動資産 124,879 69.8 83,834 70.8 41,044 

  現金及び預金 31,176  19,321  11,855 

  受取手形及び売掛金 48,695  33,851  14,844 

  有価証券 2,172  72  2,099 

たな卸資産 36,887  26,001  10,886 

繰延税金資産 4,644  3,461  1,183 

その他 2,207  1,979  228 

貸倒引当金 △905  △853  △52 

      

固定資産 53,961 30.2 34,624 29.2 19,337 

有形固定資産 29,469  17,785  11,684 

建物及び構築物 12,788  8,501  4,287 

機械装置及び運搬具 6,977  4,441  2,536 

 土地 7,363  3,670  3,693 

建設仮勘定 1,187  515  672 

その他 1,152  656  495 

無形固定資産 1,916  1,482  434 

  ソフトウェア 1,744  1,294  450 

連結調整勘定 ―  61  △61 

その他 172  126  45 

投資その他の資産 22,575  15,356  7,218 

  投資有価証券 17,931  12,325  5,605 

長期貸付金 254  356  △101 

長期前払費用 660  340  320 

前払年金費用 2,256  170  2,086 

繰延税金資産 25  754  △729 

 その他 1,492  1,457  35 

貸倒引当金 △46  △47  1 

 資産合計 178,841 100.0 118,458 100.0 60,382 
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（金額は百万円未満切り捨て） 

当    期 

(H18.3.31現在) 

前    期 

(H17.3.31現在) 

増  減 

科     目 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 

  ％  ％  

流動負債 59,796 33.4 43,736 36.9 16,060 

  支払手形及び買掛金 35,221  26,440  8,781 

  短期借入金 2,930  1,795  1,135 

１年以内返済の長期借入金 6,426  5,480  945 

未払金 4,443  3,837  605 

未払法人税等 4,257  1,065  3,191 

賞与引当金 2,360  1,617  742 

製品保証引当金 331  269  61 

その他 3,826  3,229  596 

      

固定負債 26,390 14.8 19,816 16.8 6,573 

長期借入金 17,500  17,426  73 

繰延税金負債 3,671  1,392  2,279 

  退職給付引当金 1,354  365  988 

  役員退職金引当金 755  584  170 

  連結調整勘定 1,197  ―  1,197 

その他 1,911  47  1,863 

  負債合計 86,186 48.2 63,552 53.7 22,633 

少数株主持分 1,564 0.9 3,689 3.1 △2,124 

資本金 18,000 10.1 13,733 11.5 4,267 

資本剰余金 42,817 23.9 21,876 18.5 20,941 

利益剰余金 25,040 14.0 14,589 12.3 10,450 

その他有価証券評価差額金 5,899 3.3 2,583 2.2 3,316 

為替換算調整勘定 △499 △0.3 △1,319 △1.1 819 

自己株式 △169 △0.1 △246 △0.2 76 

 資本合計 91,089 50.9 51,216 43.2 39,872 

負債、少数株主持分及び資本合計 178,841 100.0 118,458 100.0 60,382 
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（２）連結損益計算書  
 

（金額は百万円未満切り捨て） 

当    期 

(H17.4.1～H18.3.31) 

前    期 

(H16.4.1～H17.3.31) 

増  減 

科     目 

金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 

  ％  ％  

 売上高 151,342 100.0 115,225 100.0 36,116 

 売上原価 106,428 70.4 82,956 72.0 23,472 

 売上総利益 44,914 29.6 32,269 28.0 12,644 

 販売費及び一般管理費 26,225 17.3 21,551 18.7 4,673 

営業利益 18,688 12.3 10,717 9.3 7,970 

 営業外収益 1,245 0.8 1,127 1.0 118 

 受取利息及び配当金 344  280  64 

 持分法による投資利益 232  256  △24 

 その他 668  590  78 

営業外費用 2,866 1.8 2,476 2.2 389 

 支払利息 662  944  △282 

 その他 2,203  1,531  671 

経常利益 17,068 11.3 9,368 8.1 7,699 

特別利益 38 0.0 ― ― 38 

 投資有価証券売却益 38  ―  38 

特別損失 992 0.7 492 0.4 499 

 退職給付制度間移行損失 775  ―  775 

 減損損失 217  ―  217 

 年金制度改訂に伴う拠出金 ―  492  △492 

税金等調整前当期純利益 16,113 10.6 8,875 7.7 7,238 

法人税、住民税及び事業税 4,241 2.8 1,179 1.0 3,062 

法人税等調整額 △558 △0.4 △1,640 △1.4 1,082 

少数株主利益（減算） 319 0.2 267 0.2 51 

当期純利益 12,110 8.0 9,069 7.9 3,041 
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（３）連結剰余金計算書  

 

（金額は百万円未満切り捨て） 

科    目 
当    期 

(H17.4.1～H18.3.31) 
前    期 

(H16.4.1～H17.3.31) 

(資本剰余金の部)   

 資本剰余金期首残高 21,876 20,301 

 資本剰余金増加高 20,941 1,574 

株式交換による増加高 14,945 ― 

  増資による新株の発行 4,265 1,571 

  自己株式処分差益 1,730 2 

 資本剰余金期末残高 42,817 21,876 

(利益剰余金の部)   

利益剰余金期首残高 14,589 5,718 

 利益剰余金増加高 12,786 9,069 

  当期純利益 12,110 9,069 

  連結子会社増加による増加高 675 ― 

 利益剰余金減少高 2,335 198 

  配当金 687 3 

  役員賞与 23 2 

  持分法対象会社減少による減少高 1,535 ― 

  連結子会社増加による減少高 ― 192 

  連結子会社利益剰余金の資本組入れ
による減少高 

89 ― 

 利益剰余金期末残高 25,040 14,589 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書  
（金額は百万円未満切り捨て） 

科       目 当    期 
(H17.4.1～H18.3.31) 

前    期 
(H16.4.1～H17.3.31) 

Ⅰ 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 16,113 8,875 
 減価償却費 3,184 3,008 
 減損損失 217 ― 
 連結調整勘定償却額 △108 58 
 貸倒引当金の増減額 △23 47 
 賞与引当金の増減額 368 981 
 退職給付引当金の増減額 58 △241 
 年金制度改訂に伴う拠出金 ― 492 
 退職給付制度間移行損失 775 ― 
 受取利息及び受取配当金 △344 △280 
 支払利息 662 944 
 為替差損 1,018 453 
 持分法による投資利益 △232 △256 
 投資有価証券売却益 △38 ― 
 固定資産売却損益 △1 △47 
 固定資産廃棄損 116 63 
 売上債権の増減額 △1,365 △4,320 
 たな卸資産の増減額 △3,952 1,740 
 仕入債務の増減額 △1,680 3,651 
 割引手形の増減額 △299 ― 
 その他の増減額 △818 1,682 

小   計 13,651 16,854 
 利息及び配当金の受取額 403 271 
 利息の支払額 △680 △950 
 法人税等の支払額 △1,730 △624 
 法人税等の還付額 9 7 
営業活動によるキャッシュ・フロー 11,653 15,559 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   
 有価証券の売却による収入 ― 121 
 定期預金の純増減額 100 △50 
 有形固定資産の取得による支出 △6,620 △1,629 
 有形固定資産の売却による収入 22 396 
 無形固定資産の取得による支出 △1,394 △669 
 投資有価証券の取得による支出 △1,378 △219 
 投資有価証券売却による収入 173 146 
 その他の増減額 △123 △58 
投資活動によるキャッシュ・フロー △9,220 △1,961 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   
 短期借入金増減額 △1,339 △4,985 
 長期借入金の借入による収入 7,000 5,000 
 長期借入金の返済による支出 △5,980 △6,310 
ファイナンスリース債務の返済による支出 △46 △24 

 社債の償還による支出 ― △14,810 
 株式の発行による収入 8,532 3,145 
 自己株式の売却による収入 2,239 7 
 自己株式の取得による支出 △296 △29 
 少数株主への配当金の支払額 △87 △142 
 配当金の支払額 △681 ― 
 その他の増減額 △14 △7 
財務活動によるキャッシュ・フロー 9,325 △18,156 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,160 △448 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 10,597 △5,007 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 18,475 21,938 
Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物期首残高 ― 1,543 
Ⅷ 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額 3,552 ― 
Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高 32,624 18,475 
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(5) 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 
(1) 連結子会社 11社（オークマ㈱、オークマ アメリカ Corp. 、オークマ ヨーロッパ  GmbH、 

大隈豊和機械㈱、大隈エンジニアリング㈱、㈱日本精機商会、オークマ  
ラテン アメリカ Ltda、 オークマ興産㈱、北一大隈（北京）机床有限公司、 

           大同大隈股芸有限公司、オークマオーストラリア Pty. Ltd. ） 

なお、当社は、平成17年10月1日付にて株式交換により大隈豊和機械㈱を完全子会社としたため、

同社を持分法適用関連会社より連結子会社としております。 

   (2) 非連結子会社 10社 

非連結子会社10社の総資産、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 

   (1) 持分法適用関連会社            1社 （旭精機工業㈱） 

   (2) 持分法不適用非連結子会社または関連会社  非連結子会社 10社 関連会社 3社 

持分法を適用していない非連結子会社11社及び関連会社3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）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務

諸表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、持分法の適用から除

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が連結決算日と異なる会社は、オークマ ラテン アメリカ Ltda、北一大隈（北

京）机床有限公司並びに大同大隈股芸有限公司の3社であり、その決算日は12月31日であります。連

結財務諸表の作成に際しましては、オークマ ラテン アメリカ Ltdaは、連結決算日現在で、決算に

準じた会計処理を行った財務諸表を基礎としております。北一大隈（北京）机床有限公司、大同大

隈股芸有限公司は、同日現在の財務諸表を使用し、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。 
 
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 

満期保有目的債券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

 

 

時価のないもの 

償却原価法（定額法） 

 

期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は

主として移動平均法により算定） 

主として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 

製品及び仕掛品 

 

原材料 

 

貯蔵品 

個別法による原価法により、一部の連結子会社は移動平

均法による原価法及び低価法によっております。 

移動平均法による原価法により、一部の連結子会社は先

入先出法による原価法及び低価法によっております。 

先入先出法による原価法により、一部の連結子会社は低

価法によっております。 

   （2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産の減価償却方法 

 

 

 

 

 

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)については、定額法）を採用してお

りますが、在外連結子会社は定額法であります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

    建物及び構築物     3～60年 

    機械装置及び運搬具   2～17年 
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② 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。 
ソフトウェアについては、自社利用のものは社内におけ
る利用可能期間(5年)に基づく定額法、販売目的のもの
は3年間の見込販売数量に基づく償却額(残存有効期間
均等配分額以上)を計上する方法によっております｡ 

 
   （3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 
 
 
 
 
 
 
② 賞与引当金 
 
 
 
③  製品保証引当金 

債権の貸倒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検討し、回収不能見込額
を計上しております。また、在外連結子会社において
は、主として特定の債権について回収不能見込額を計
上しております。 
 
従業員に対する賞与支払に充てるため、支給見込額を
計上しております。在外連結子会社は、賞与引当金を
計上しておりません。 
 
売上製品の保証期間内に発生する無償のアフターサー
ビスの費用に備えるため、売上高を基準として過去の
経験率により計上しております。一部の連結子会社は、
製品保証引当金を計上しておりません。 
 

④  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、
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。なお、数理計算上の差異、過
去勤務債務の額及び会計基準変更時一時差異について
は、各連結会計年度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（15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。 
(追加情報) 
当社、連結子会社オークマ株式会社及び連結子会社大
隈エンジニアリング株式会社の計3社は、平成17年7月1
日付にて、退職一時金制度の33.3％を「確定拠出年金
制度」に移行いたしました。これにより、退職給付制
度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い（実
務対応報告第２号）を適用し、終了損失の額を合理的
に見積もり、「退職給付制度間移行損失」（特別損失）
として279百万円を計上いたしました。また、退職一時
金制度の残り66.7％を、平成18年7月1日付にて「確定
拠出年金制度」に移行することを、平成18年2月20日に
て労使間で合意いたしました。これにより､制度変更の
確実性及び終了損失の額を合理的に見積もることが可
能なため、「退職給付制度間移行損失」（特別損失）と
して496百万円を計上しております｡以上により、当連
結会計期間の税金等調整前当期純利益は、合計775百万
円減少しております。 
 

⑤  役員退職金引当金 役員の退職金支給に充てるため、内規に基づく期末要
支給額を計上しております。在外連結子会社は、役員
退職金引当金を計上しておりません。 
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      (4) 重要な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、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
して処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、当該子会社の決算日の直物
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「少数株主持分」及び「資本の部」における為替換算調整勘定に含めております。 

      
      (5) 重要なリ－ス取引の処理方法  

     リ－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。 

 
 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 
   原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、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。 
②  ヘッジ手段とヘッジ対象   

     ヘッジ手段           ヘッジ対象 
   a.  為替予約          a. 外貨建予定取引  
   b. 金利スワップ         b. 長期借入金    

③ ヘッジ方針       
 ヘッジ対象に係る将来の為替相場の変動リスク及び金利変動リスクを回避する目的で、
為替予約取引及び金利スワップ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
   相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象に係る損益の累計を比較することにより、

ヘッジ有効性を評価しております。ただし、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。  

      (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 
① 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 
② 連結納税制度の適用 当連結会計期間より連結納税制度を適用しております。 
 

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、全面時価評価法によっております。 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 
連結調整勘定の償却については、５年間の均等償却を行っております。 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 
連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて
作成しております。 

８．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。 
 

追加情報 
（会社分割及び株式交換） 

当社は、平成17年10月１日付にて、平成17年６月29日開催の定時株主総会において承認された分割計画
書ならびに株式交換契約書の決議内容に基づき、分社型新設分割の方法により新設いたしましたオークマ
株式会社に当社のすべての営業を承継させるとともに、商号を「オークマ ホールディングス株式会社」
に変更し、持株会社に移行しました。また、同日付にて株式交換を実施することにより、大隈豊和機械株
式会社、大隈エンジニアリング株式会社は、オークマ ホールディングス株式会社の完全子会社となりま
した。これにより、資本剰余金は14,945百万円増加し、追加取得した株式の持分を時価評価することによ
り連結調整勘定（固定負債）が新たに1,197百万円発生しております。 
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会計方針の変更                                
（固定資産の減損に係る会計基準） 
 当連結会計期間より、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。これにより経常利益
は3百万円増加し、税金等調整前当期純利益は214百万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各資産の金額から直接控除しております。 
 

（退職給付会計に係る会計基準） 
 当連結会計期間より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年3
月16日）及び「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第7
号 平成17年3月16日）を適用しております。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は17百万円増加しております。 
 

注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

当  期 
（H18.3.31現在） 

前  期 
（H17.3.31現在） 

１ 有形固定資産の減価償却累計額   52,814百万円 １ 有形固定資産の減価償却累計額   39,669百万円 
２ 保証債務残高             ― ２ 保証債務残高              5百万円 
３ コミットメント契約 
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行
11行と貸出コミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における、貸出コミットメントに係
る借入未実行残高等は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 14,000百万円
借入実行残高 ― 
差引額 14,000 

 

３ コミットメント契約 
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行
12行と貸出コミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における、貸出コミットメントに係
る借入未実行残高等は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 14,000百万円
借入実行残高 ― 
差引額 14,000 

 
４ 担保に供している資産 

建物 5,917百万円
土地 2,804 
投資有価証券 10,794 

合計 19,516 
 

４ 担保に供している資産 
建物 4,118百万円
土地 2,659 
投資有価証券 8,007 

合計 14,785 
 

５ 受取手形割引高                 3,015百万円 ―――――――――― 

 
（連結損益計算書関係） 

当  期 
（H17.4.1～H18.3.31） 

前  期 
（H16.4.1～H17.3.31） 

１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 
運賃荷造費 6,725百万円 
販売諸掛 3,509 
報酬、給料及び手当 6,634 
福利費及び退職年金 1,367 
旅費通信費 1,765 
研究開発費 1,236 
減価償却費 560 

 

１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 
運賃荷造費 4,943百万円 
販売諸掛 2,134 
報酬、給料及び手当 5,515 
福利費及び退職年金 1,012 
旅費通信費 1,611 
研究開発費 1,259 
減価償却費 575 

 
 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
当  期 

（H17.4.1～H18.3.31） 
前  期 

（H16.4.1～H17.3.31） 
１ 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 
現金及び預金勘定 31,176百万円
有価証券勘定 2,172 
預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △724 
現金及び現金同等物 32,624 

 

１ 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 
現金及び預金勘定 19,321百万円
有価証券勘定 72 
預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △919 
現金及び現金同等物 18,475 
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① セグメント情報 
（１） 事業の種類別セグメント情報 

当企業グループの事業は、一般機械の製造・販売業の単一セグメントでありますので、事業の種類別 
セグメント情報の記載を省略しております。  

（２） 所在地別セグメント情報 
 
当期（H17.4.1～H18.3.31) 

（金額は百万円未満切り捨て） 

 日本 米州 欧州 
ｱｼﾞｱ・ 
ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高及び営業利益        
売上高        

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

89,955 37,086 19,185 5,114 151,342 ― 151,342 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

40,681 152 131 2,098 43,063 △43,063 ― 

計 130,636 37,238 19,316 7,213 194,405 △43,063 151,342 

営業費用 116,623 34,106 18,125 6,917 175,771 △43,118 132,653 

営業利益 14,013 3,132 1,191 295 18,633 54 18,688 

資産 138,329 24,708 11,613 6,473 181,123 △2,282 178,841 

（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……アメリカ 
(2) 欧州……ドイツ 
(3) アジア・パシフィック……中国、台湾、オーストラリア 

３ 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、35,217百万円であり、その主なものは
親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)であります。 

 
前期（H16.4.1～H17.3.31） 

（金額は百万円未満切り捨て） 

 日本 米州 欧州 
ｱｼﾞｱ・ 
ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高及び営業利益        
売上高        

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

66,517 27,985 16,181 4,541 115,225 ― 115,225 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

30,914 244 185 1,361 32,706 △32,706 ― 

計 97,432 28,230 16,366 5,902 147,932 △32,706 115,225 

営業費用 90,170 26,685 15,313 5,701 137,871 △33,363 104,507 

営業利益 7,261 1,544 1,053 201 10,060 657 10,717 

資産 93,900 23,282 8,975 5,584 131,742 △13,283 118,458 

（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……アメリカ 
(2) 欧州……ドイツ 
(3) アジア・パシフィック……中国、台湾、オーストラリア 

３ 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、20,522百万円であり、その主なものは
親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)であります。 
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 （３） 海外売上高 
 
当期（H17.4.1～H18.3.31） 

（金額は百万円未満切り捨て） 

 米州 欧州 ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 計 

 海外売上高 38,836 19,954 19,811 78,602 

 連結売上高 ― ― ― 151,342 

 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 25.6 13.2 13.1 51.9 

（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…………………………アメリカ 
(2) 欧州…………………………ドイツ、イタリア、トルコ 
(3) アジア・パシフィック……中国、タイ、韓国、台湾 

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す。 

 

前期（H16.4.1～H17.3.31） 
（金額は百万円未満切り捨て） 

 米州 欧州 ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ 計 

 海外売上高 29,137 16,475 16,968 62,581 

 連結売上高 ― ― ― 115,225 

 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 25.3 14.3 14.7 54.3 

  
 

② リース取引関係 
ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
 
③ 関連当事者との取引 
 
当期（H17.4.1～H18.3.31） 
（１）役員及び個人主要株主等 

関係内容 
属性 氏名 住所 資本金又 

は出資金 
事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引 
金額 

(百万円) 
科目 

期末 
残高 

(百万円) 

工作機械
の売上 3,083 

受取手形及
び売掛金 572 

役員 岡谷篤一 ― ― 

当社取締役 
岡谷鋼機㈱ 
代表取締役 
社長 

直接  ― ― ― 工作機械
用部品等
の仕入 

871 
買掛金及
び未払金 363 

(注) 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
 

 

前期（H16.4.1～H17.3.31） 
（１）役員及び個人主要株主等 

関係内容 
属性 氏名 住所 資本金又

は出資金
事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引 
金額 

(百万円) 
科目 

期末 
残高 

(百万円) 

工作機械
の売上 575 

受取手形及
び売掛金 119 

役員 岡谷篤一 ― ― 

当社取締役 
岡谷鋼機㈱ 
代表取締役 
社長 

直接  ― ― ― 工作機械
用部品等
の仕入 

801 
買掛金及
び未払金 349 

(注) 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
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④ 税効果会計 
 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
（金額は百万円未満切り捨て） 

 当  期 
（H18.3.31現在） 

前  期 
（H17.3.31現在） 

 
繰越欠損金 

 
1,283 

 
繰越欠損金 

 
3,216 

賞与引当金 817 賞与引当金 109 
棚卸資産未実現利益 645 その他 188 

① 流動の部 
繰延税金資産 
 
 
 

 

未払事業税 340 小 計 3,514 
  減価償却費税法限度超過額 296 評価性引当額 △53 
  退職給付引当金 251 合 計 3,461 

  貸倒引当金 164   
  製品保証引当金 130   
  その他 781   
  合 計 4,712   
  繰延税金負債との相殺 △67   
  繰延税金資産の純額 4,644   

      
 繰延税金負債  その他 67 ―――――― 
  繰延税金資産との相殺 △67   
  繰延税金負債の純額 ―   

      
    
減価償却費税法限度超過額 467 繰越欠損金 784 
退職給付引当金 283 退職給付引当金 151 
役員退職金引当金 274 役員退職金引当金 47 
固定資産の未実現利益 
評価差額 

209 
257 

固定資産の未実現利益 
貸倒引当金 

188 
140 

その他 217 その他 263 
小 計 1,709 小 計 1,577 
評価性引当額 △177 評価性引当額 △382 
合 計 1,532 合 計 1,194 
繰延税金負債との相殺 △1,507 繰延税金負債との相殺 △440 
繰延税金資産の純額 25 繰延税金資産の純額 754 

② 固定の部 
繰延税金資産 

 

    
その他有価証券 
評価差額金 3,700 その他有価証券 

評価差額金 1,623 

評価差額 1,270 その他 209 
その他 207   
小 計 5,178 小 計 1,832 
繰延税金資産との相殺 △1,507 繰延税金資産との相殺 △440 
繰延税金負債の純額 3,671 繰延税金負債の純額 1,392 

繰延税金負債 
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(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 
当  期 

（H18.3.31現在） 
前  期 

（H17.3.31現在） 
 
連結財務諸表提出会社の法定実効税率 39.9％
(調整)  
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5 
住民税均等割額等 0.3 
受取配当金等永久に損金に算入 
されない項目 △0.4 

試験研究費等の税額控除 △1.1 
持分法による投資利益 △1.4 
評価性引当額の減少 △14.4 
その他 △1.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.9 
  
 

 
連結財務諸表提出会社の法定実効税率 39.9％ 
(調整)   
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6  
住民税均等割額等 0.8  
外国法人税額控除 △0.5  
持分法による投資利益 △2.9  
評価性引当額の減少等 △47.2  
その他 4.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.2  
 

 
 
 
⑤ 有価証券 
 
当期（H18.3.31現在） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
該当事項はありません。 

 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

（金額は百万円未満切り捨て） 

区 分 取得原価 連結貸借対 
照表計上額 差 額 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    
株式 4,747 15,230 10,482 

小 計 4,747 15,230 10,482 
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    
債券 200 200 ― 

小 計 200 200 ― 
合 計 4,947 15,430 10,482 

 
３ 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 
 
４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券     

売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
 

５ 時価評価されていない有価証券 
（金額は百万円未満切り捨て） 

区 分 連結貸借対照表計上額 

(1) その他有価証券  
非上場株式 159 
FFF 173 
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前期（H17.3.31現在） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 
 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

（金額は百万円未満切り捨て） 

区 分 取得原価 連結貸借対 
照表計上額 差 額 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    
① 株式 2,907 6,971 4,063 
② 債券 100 100 0 

小 計 3,007 7,071 4,063 
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの    
① 債券 200 200 ― 

小 計 200 200 ― 
合 計 3,207 7,271 4,063 

 
３ 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 

売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
 
４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券     

売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
 

５ 時価評価されていない有価証券 
（金額は百万円未満切り捨て） 

区 分 連結貸借対照表計上額 

(1) その他有価証券  
非上場株式(店頭株式を除く) 121 
FFF、MRF 72 

 
６ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

（金額は百万円未満切り捨て） 

区 分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 
 債券     
  社債 100 ― ― ― 

合計 100 ― ― ― 
 

 
⑥ デリバティブ取引 
 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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⑦ 退職給付 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

当社、連結子会社オークマ㈱及び連結子会社大隈エンジニアリング㈱の退職給付制度は、確定給
付型の制度として退職一時金制度及び基金型企業年金制度、さらに確定拠出年金制度を採用してお
ります。なお当該3社は、確定給付型の制度として「厚生年金基金制度」を採用しておりましたが、
厚生年金基金の代行部分について平成17年3月30日に過去分返上の認可を受け、「基金型企業年金制
度」へ移行いたしました。次に平成17年4月1日付で、基金型企業年金制度に加え、退職一時金制度
を施行いたしました。そして、平成17年7月1日付にて退職給付一時金制度のうち、その33.3％を確
定拠出年金制度への移行いたしました。さらに、平成18年7月1日付にて退職一時金制度の残り66.7％
を確定拠出年金制度へ全額移行することを、平成18年2月20日にて労使間で合意をいたしました。よ
って、「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）を適用し、本移
行に伴う影響額を特別損失として775百万円計上しております。 
なお、連結子会社大隈豊和機械㈱は適格退職年金制度及び確定給付企業年金制度、連結子会社㈱

日本精機商会及び連結子会社オークマ興産㈱は適格退職年金制度を採用しており、一部の在外連結
子会社は、確定給付型の退職給付制度を採用しております。 
  

(2) 退職給付債務に関する事項 
（金額は百万円未満切り捨て） 

 
当 期 

(H18.3.31現在) 
 前 期 

(H17.3.31現在)  

① 退職給付債務 △19,076  △18,109  
② 年金資産 22,325  15,151  
③ 未積立退職給付債務（①＋②） 3,249  △2,958  
④ 未認識年金資産 ―  1,078  
⑤ 未認識数理計算上の差異 △2,624  4,512  
⑥ 未認識過去勤務債務（債務の減少） △514  △671  
⑦ 会計基準変更時差異の未処理額 792  ―  
⑧ 連結貸借対照表計上額純額（③－④＋⑤＋⑥＋⑦） 902  △195  
⑨ 前払年金費用 2,256  170  
⑩ 退職給付引当金（⑧－⑨） △1,354  △365  

(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 
 
 

(3) 退職給付費用の内訳 
（金額は百万円未満切り捨て） 

 
当 期 

(H17.4.1～H18.3.31) 
前 期 

(H16.4.1～H17.3.31) 

① 勤務費用                         582  530  
② 利息費用 585  555  
③ 期待運用収益 △424  △448  
④ 数理計算上の差異の費用処理額 512  508  
⑤ 過去勤務債務の費用処理額 △143  ―  
⑥ 会計基準変更時差異の費用処理額 88  ―  
⑦ 退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） 1,200  1,146  
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（4）退職給付債務等の計算基礎に関する事項 
  当   期 前    期 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同  左 

② 割引率                       2.5% 同  左 

③ 期待運用収益率 3.5% 同  左 
④ 過去勤務債務額の処理年数 主として15年 

（発生の翌連結会計年度から費
用処理しております。） 

同  左 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 主として15年 
（発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数による按
分額を費用処理しております。た
だし、翌連結会計年度から費用処
理することとしております。） 

同  左 

⑥ 会計基準変更時差異の処理年数 連結子会社大隈豊和機械㈱は 15
年で費用処理しており、発生の翌
連結会計年度より費用処理して
おります。 

―――― 

 
⑧ 製品別受注及び販売の状況 

１ 受注状況 
(金額は百万円未満切り捨て) 

当  期 
(H17.4.1～H18.3.31) 

前  期 
(H16.4.1～H17.3.31) 

期別 
 
 
機種 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

ＮＣ旋盤 50,559 15,232 36,579 11,691 

マシニングセンタ 95,326 43,013 66,415 22,676 

複合加工機 26,153 8,318 24,070 5,917 

ＮＣ研削盤 4,998 2,612 3,685 1,287 

その他 1,834 12 2,934 85 

合計 178,873 69,189 133,685 41,658 

(注) １．受注高、受注残高には消費税等は含まれておりません。 
２．当期の受注高には、新規に連結子会社となった大隈豊和機械㈱の平成17年9月末の受注残高

14,770百万円を含んでおります。 
２ 販売実績 

(金額は百万円未満切り捨て) 
当  期 

(H17.4.1～H18.3.31) 
前  期 

(H16.4.1～H17.3.31) 
期別 

 
 
機種 売上高 構成比（％） 売上高 構成比（％） 

ＮＣ旋盤 47,019 31.1 30,475 26.4 

マシニングセンタ 74,989 49.5 58,137 50.5 

複合加工機 23,751 15.7 20,589 17.9 

ＮＣ研削盤 3,673 2.4 3,172 2.7 

その他 1,907 1.3 2,850 2.5 

合計 151,342 100.0 115,225 100.0 

(注) 売上高には消費税等は含まれておりません。 
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