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平成19年6月29日 

 
各  位 
 
 

上場会社名 オークマ株式会社  

代表者名     取 締 役 社 長 花木 義麿

コード番号 6103 東証、名証 第 1部  

問 合 せ 先     取締役管理本部副本部長兼経理部長 冨田 俊雄

 TEL (0587)95-7822  
 
 

 
（訂正）「決算短信」等の一部訂正について 

 

記 
 
 

当社が平成19年3月期分及び平成18年3月期分として公表した決算短信等の記載内容の一

部につきまして、下記のとおり訂正させていただきます。 

 

 

１．訂正する決算短信等 

 

公表日 短信等の名称 

平成 18 年 5月 15 日 平成18年3月期 決算短信（連結） 

平成 18 年 8 月 8 日 平成19年3月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） 

平成 18 年 11 月 14 日 平成19年3月期 中間決算短信（連結） 

平成 19 年 1月 30 日 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結） 

平成 19 年 5 月 9 日 平成19年3月期 決算短信 
 
 
 

 （なお、訂正内容は次ページ以降に示します。） 
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２．訂正内容（訂正個所には下線を付しております。） 

 
（１）「平成18年3月期決算短信（連結）」 ［表紙（１ページ）］ 

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 

１株当たり当期純利益 

訂正前 訂正後 

 

円 銭 円 銭 

18年3月期 U80.03U U80.00U 

 
（２）「平成19年3月期 第１四半期財務・業績の概況（連結）」 ［表紙（１ページ）］ 

２．平成19年３月期第１四半期の業績概況（平成18年４月１日～平成18年６月30日） 

（1）経営成績（連結）の進捗状況 

１株当たり四半期（当期）純利益 

訂正前 訂正後 

 

円 銭 円 銭 

(参考)18年3月期 U80.03U U80.00U 

 

 

（３）「平成19年3月期 中間決算短信（連結）」 ［表紙（１ページ）］ 

 

１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

（1）連結経営成績 

１株当たり中間（当期）純利益 

訂正前 訂正後 

 

円 銭 円 銭 

18年3月期 U80.03U U80.00U 
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（４）「平成19年3月期中間決算短信（連結）」 ［11ページ］ 

 

４．中間連結財務諸表等 

  中間連結財務諸表 

 ④ 中間連結株主資本等変動計算書 
 

(訂正前) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９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18年３月31日残高(百万円) 18,000 42,817 25,040 △169 85,688

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 U△2,027U  U△2,027U 

 U利益処分による役員賞与U U△97U  U△97U 

 中間純利益 6,871  6,871

 自己株式の取得 △62 △62

 自己株式の処分 △0 16 16

 連結子会社合併による減少高 △1,130 △906  △2,037

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― △1,130 U3,818U △45 U2,642U 

平成18年９月30日残高(百万円) 18,000 41,686 28,879 △214 88,351

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,899 △499 5,400 1,564 92,654

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  U△2,027U 

 U利益処分による役員賞与U  U△97U 

 中間純利益  6,871

 自己株式の取得  △62

 自己株式の処分  16

 連結子会社合併による減少高  △2,037

 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) △776 204 △571 △57 △629

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △776 204 △571 △57 U2,013U 

平成18年９月30日残高(百万円) 5,123 △294 4,828 1,507 94,688

 



4 

(訂正後) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９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18年３月31日残高(百万円) 18,000 42,817 25,040 △169 85,688

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 U△2,023U  U△2,023U 

 U利益処分による役員賞与等U U△101U  U△101U 

 中間純利益 6,871  6,871

 自己株式の取得 △62 △62

 自己株式の処分 △0 16 16

 連結子会社合併による減少高 △1,130 △906  △2,037

 U株主資本以外の項目の中間連結 
  U会計期間中の変動額(純額)U 

 U―U 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― △1,130 U3,839U △45 U2,663U 

平成18年９月30日残高(百万円) 18,000 41,686 28,879 △214 88,351

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,899 △499 5,400 1,564 92,654

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  U△2,023U 

 U利益処分による役員賞与等U  U△101U 

 中間純利益  6,871

 自己株式の取得  △62

 自己株式の処分  16

 連結子会社合併による減少高  △2,037

 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) △776 204 △571 △57 △629

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △776 204 △571 △57 U2,033U 

平成18年９月30日残高(百万円) 5,123 △294 4,828 1,507 94,688
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（５）「平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）」 ［表紙（１ページ）］ 

２．平成19年3月期第3四半期の業績概況（平成18年4月1日～平成18年12月31日） 

（1）経営成績（連結）の進捗状況 

１株当たり四半期（当期）純利益 

訂正前 訂正後 

 

円 銭 円 銭 

(参考)18年3月期 U80.03U U80.00U 

 

（６）「平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）」 ［５ページ］ 

１．（要約）四半期連結財務諸表 

 ③ (要約)四半期連結株主資本等変動計算書 

(訂正前) 

当第３四半期(自 平成18年４月１日  至 平成18年12月31日) 
（金額は百万円未満切り捨て） 

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3月31日残高 18,000 42,817 25,040 △169 85,688

当第３四半期中の変動額  

 剰余金の配当 U△2,870U  U△2,870U 

 U利益処分による役員賞与U U△97U  U△97U 

 四半期純利益 10,571  10,571

 自己株式の取得 △96 △96

 自己株式の処分 △0 17 16

 連結子会社合併による減少高 △1,130 △906  △2,037

 株主資本以外の項目の 
 当第３四半期中の変動額(純額)  ―

当第３四半期中の変動額合計 ― △1,130 6,695 △79 5,485

平成18年12月31日残高 18,000 41,686 31,735 △248 91,173

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年3月31日残高 5,899 △499 5,400 1,564 92,654

当第３四半期中の変動額  

 剰余金の配当  U△2,870U 

 U利益処分による役員賞与U  U△97U 

 四半期純利益  10,571

 自己株式の取得  △96

 自己株式の処分  16

 連結子会社合併による減少高  △2,037

 株主資本以外の項目の 
 当第３四半期中の変動額(純額) △984 527 △456 107 △349

当第３四半期中の変動額合計 △984 527 △456 107 5,136

平成18年12月31日残高 4,915 28 4,943 1,672 97,790



6 

(訂正後) 

当第３四半期(自 平成18年４月１日  至 平成18年12月31日) 
（金額は百万円未満切り捨て） 

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3月31日残高 18,000 42,817 25,040 △169 85,688

当第３四半期中の変動額  

 剰余金の配当 U△2,866U  U△2,866U 

 U利益処分による役員賞与等U U△101U  U△101U 

 四半期純利益 10,571  10,571

 自己株式の取得 △96 △96

 自己株式の処分 △0 17 16

 連結子会社合併による減少高 △1,130 △906  △2,037

 株主資本以外の項目の 
 当第３四半期中の変動額(純額)  ―

当第３四半期中の変動額合計 ― △1,130 6,695 △79 5,485

平成18年12月31日残高 18,000 41,686 31,735 △248 91,173

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年3月31日残高 5,899 △499 5,400 1,564 92,654

当第３四半期中の変動額  

 剰余金の配当  U△2,866U 

 U利益処分による役員賞与等U  U△101U 

 四半期純利益  10,571

 自己株式の取得  △96

 自己株式の処分  16

 連結子会社合併による減少高  △2,037

 株主資本以外の項目の 
 当第３四半期中の変動額(純額) △984 527 △456 107 △349

当第３四半期中の変動額合計 △984 527 △456 107 5,136

平成18年12月31日残高 4,915 28 4,943 1,672 97,790
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（７）「平成19年3月期 決算短信」 ［表紙（１ページ）］ 

１．19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

（1）連結経営成績 

１株当たり当期純利益 

訂正前 訂正後 

 

円 銭 円 銭 

18年3月期 U80.03U U80.00U 

 

（８）「平成19年3月期 決算短信」 ［31ページ］ 

４ 連結財務諸表 

（7）連結財務諸表に関する注記事項 

（１株当たり情報） 

１株当たり当期純利益金額 

訂正前 訂正後 

 

円 銭 円 銭

前連結会計年度 

(自 平成17年４月 １日 

 至 平成18年３月31日） 

U80.03U U80.00U 

 
 

以 上 
 


