
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年7月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 オークマ株式会社 上場取引所 東 名 

コード番号 6103 URL http://www.okuma.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 花木 義麿

問合せ先責任者 （役職名）
取締役管理本部副本部長     
兼経理部長

（氏名） 冨田 俊雄 TEL 0587-95-7822

四半期報告書提出予定日 平成20年8月12日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 47,327 ― 5,520 ― 5,653 ― 3,463 ―

20年3月期第1四半期 46,282 10.8 6,528 22.1 6,454 27.6 3,766 22.2

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

21年3月期第1四半期 20.82 ―

20年3月期第1四半期 22.36 ―

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月期第1四半期 204,997 114,236 54.7 673.97
20年3月期 200,870 110,233 53.8 649.65

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  112,122百万円 20年3月期  108,082百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

20年3月期 ― 6.00 ― 11.00 17.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 9.00 ― 9.00 18.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 104,000 ― 13,000 ― 12,500 ― 7,500 ― 45.08
通期 212,000 △0.9 27,500 △9.2 26,000 △9.6 15,500 △13.7 93.16

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  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。 

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月期第1四半期  168,775,770株 20年3月期  168,775,770株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,413,568株 20年3月期  2,404,047株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  166,364,864株 20年3月期第1四半期  168,429,262株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国の経済は、米国の景気減退、原油・原材料価格の大幅な高騰、ドル安円高の

進展等により、企業収益は大きく低下する状況となってまいりました。
　一方、工作機械業界におきましては、受注額は依然として高水準に推移してきましたが、マクロ経済の悪
化によりユーザーの設備投資意欲は急速に冷え込み、工作機械需要は調整局面に入った可能性が出てきまし
た。
　市場別には、国内市場は金型や自動車業界、そして中小企業の需要が低迷を続けているため、実需は減少
する傾向にあります。
　海外市場におきましては、米国市場はオイル関連、建機・農機、メディカル、航空機業界向けが牽引し比
較的堅調に推移しております。しかし活況が続いてきた欧州、そして中国をはじめアジア向けは景気減速の
影響を受け減速に転じております。
　このような状況の中で、当第１四半期における連結経営成績は前年同期間と比較いたしまして増収減益と
なりました。その概要といたしましては、連結受注高は513億6千5百万円（前年同期比4.5％減）、連結売上高
は473億2千7百万円（同2.3％増）、営業利益は55億2千万円（同15.4％減）、経常利益は56億5千3百万円（同
12.4％減）、そして四半期純利益は34億6千3百万円（同8.0％減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末と比較して41億2千6百万円増加し、2049億9千7百万

円となりました。主な要因は、「たな卸資産」の増加63億6千1百万円、「有形固定資産」の増加19億2千5百万
円、「現金及び預金」の増加12億9千1百万円、及び「受取手形及び売掛金」の減少55億9千8百万円によるもの
であります。また、負債は前連結会計年度末と比較して、1億2千4百万円増加いたしました。主な要因は、デ
リバティブ債務と前受金を含む「流動負債」の「その他」の増加22億5千6百万円、及び「賞与引当金」の減
少14億5千1百万円、「未払法人税等」の減少10億3千4百万円によるものであります。純資産は、「利益剰余金」
の増加17億5千2百万円、「その他有価証券評価差額金」の増加10億4千1百万円、「為替換算調整勘定」の増加
12億6千9百万円により、40億2百万円の増加となりました。この結果、当第1四半期末の自己資本比率は54.7
％となりました。

(連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報)
　当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して12億8千6百万円増加し、287
億4千3百万円となりました。営業活動によって得られたキャッシュ・フローは46億8千6百万円の増加となり
ました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益56億5千3百万円、減価償却費17億2千3百万円、売上債権の
減少68億6千万円、たな卸資産の増加54億5千7百万円、及び法人税等の支払額32億5千1百万円によるものであ
ります。投資活動によって得られたキャッシュ・フローは、28億4千8百万円の減少となりました。主な要因
は、有形固定資産の取得による支出21億2百万円、無形固定資産の取得による支出6億8千万円であります。財
務活動によって得られたキャッシュ・フローは、17億1千1百万円の減少となりました。主な要因は、配当金
の支払額18億3千1百万円によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
国内の産業景気は、原油・原材料価格の高騰が今後も継続することが見込まれるなど、企業の収

益環境は一段と厳しくなることが予想されます。
　このような経営環境下、当企業グループは需要が旺盛な地域への販売を積極的に展開するととも
に、今後とも一層の合理化を進めることにより、経営体質の強化、業績の向上に努めてまいる所存
であります。
　以上を踏まえ、平成20年5月8日公表の平成21年3月期の連結業績予想は変更ありません。
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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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
１ 簡便な会計処理

① 棚卸資産の評価方法
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
② 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定
する方法によっております。

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の
業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

２ 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
① 税金費用の計算

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。なお、法人税等
調整額は法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。

(3) 四半期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
① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)
及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14
日)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しており
ます。

② 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、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更し
ております。
　これにより、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ138百万円
減少しております。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

③ 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。
　これによる損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

（平成20年6月30日）

前連結会計年度に係る

要約連結貸借対照表

（平成20年3月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 29,134 27,842

受取手形及び売掛金 49,548 55,146

有価証券 4 4

製品 20,253 15,941

原材料及び貯蔵品 5,383 5,012

仕掛品 26,921 25,243

その他 7,484 9,157

貸倒引当金 △663 △783

流動資産合計 138,067 137,565

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 18,885 16,591

その他（純額） 21,767 22,135

有形固定資産合計 40,652 38,726

無形固定資産 3,378 3,163

投資その他の資産

投資有価証券 19,355 17,796

その他 3,567 3,641

貸倒引当金 △24 △23

投資その他の資産合計 22,898 21,414

固定資産合計 66,929 63,304

資産合計 204,997 200,870
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

（平成20年6月30日）

前連結会計年度に係る

要約連結貸借対照表

（平成20年3月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 41,860 41,701

短期借入金 285 156

1年内返済予定の長期借入金 8,204 8,204

未払法人税等 4,200 5,234

賞与引当金 1,393 2,845

役員賞与引当金 26 126

その他の引当金 674 683

その他 12,237 9,980

流動負債合計 68,882 68,931

固定負債

長期借入金 17,259 17,259

退職給付引当金 908 801

その他の引当金 67 65

負ののれん 1,415 1,544

その他 2,227 2,034

固定負債合計 21,878 21,704

負債合計 90,761 90,636

純資産の部

株主資本

資本金 18,000 18,000

資本剰余金 41,683 41,683

利益剰余金 53,882 52,130

自己株式 △2,214 △2,203

株主資本合計 111,352 109,610

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,193 151

繰延ヘッジ損益 △13 －

為替換算調整勘定 △409 △1,679

評価・換算差額等合計 770 △1,527

少数株主持分 2,113 2,150

純資産合計 114,236 110,233

負債純資産合計 204,997 200,870
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成20年4月1日

 至 平成20年6月30日）

売上高 47,327

売上原価 33,381

売上総利益 13,946

販売費及び一般管理費 8,425

営業利益 5,520

営業外収益

受取利息 86

受取配当金 161

負ののれん償却額 128

持分法による投資利益 8

その他 224

営業外収益合計 608

営業外費用

支払利息 149

為替差損 200

その他 125

営業外費用合計 475

経常利益 5,653

税金等調整前四半期純利益 5,653

法人税、住民税及び事業税 2,045

少数株主利益 144

四半期純利益 3,463
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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）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成20年4月1日

 至 平成20年6月30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 5,653

減価償却費 1,723

負ののれん償却額 △128

貸倒引当金の増減額（△は減少） △88

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,463

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △101

退職給付引当金の増減額（△は減少） △78

受取利息及び受取配当金 △247

支払利息 149

為替差損益（△は益） 652

持分法による投資損益（△は益） △8

固定資産売却損益（△は益） △3

固定資産廃棄損 5

売上債権の増減額（△は増加） 6,860

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,457

仕入債務の増減額（△は減少） △1,211

その他 1,420

小計 7,677

利息及び配当金の受取額 264

利息の支払額 △3

法人税等の支払額 △3,251

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,102

有形固定資産の売却による収入 12

無形固定資産の取得による支出 △680

投資有価証券の取得による支出 △4

その他 △73

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,848

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） 145

リース債務の返済による支出 △13

自己株式の売却による収入 0

自己株式の取得による支出 △10

少数株主への配当金の支払額 △1

配当金の支払額 △1,831

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,711

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,286

現金及び現金同等物の期首残高 27,456

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,743
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当グループの事業は、一般機械の製造・販売業という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。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年６月30日)

日本
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・パ
シフィック
（百万円）

計(百万円)
消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

　売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

27,133 7,504 10,274 2,415 47,327 ― 47,327

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

15,624 46 54 985 16,710 (16,710) ―

計 42,757 7,550 10,328 3,401 64,038 (16,710) 47,327

　営業利益 3,449 303 1,176 443 5,372 148 5,520

(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
(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 【定性的情報・財務諸表等】の「4. その他」の「(3) 四半期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」に記載のとおり、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、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの
方法）に変更しております。これにより、従来と同様の方法によった場合と比較して、「日本」の営業利益が138
百万円減少しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年６月30日)

米州 欧州
アジア・

パシフィック
計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,394 10,505 7,447 25,347

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 47,327

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

15.6 22.2 15.8 53.6

(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、ブラジル

(2) 欧州……ドイツ、イタリア、スウェーデン、デンマーク、スイス、ロシア、ノルウェー

(3) アジア・パシフィック……中国、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す。

(6) 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。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金額

Ⅰ 売上高 46,282

Ⅱ 売上原価 31,507

　 売上総利益 14,774

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,245

　 営業利益 6,528

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息及び配当金 172

　２ 持分法による投資利益 31

　３ その他 388

　 営業外収益合計 592

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 185

　２ その他 480

　 営業外費用合計 666

　 経常利益 6,454

　 税金等調整前四半期純利益 6,454

　 税金費用 2,600

　 少数株主利益（減算） 87

　 四半期純利益 3,766
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

区分 金額

Ⅰ 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 6,454

　 減価償却費 1,432

　 引当金の増減額 △1,651

　 受取利息及び受取配当金 △172

　 支払利息 185

　 売上債権の増減額 7,008

　 たな卸資産の増減額 △5,424

　 仕入債務の増減額 1,530

　 その他の増減額 480

　 小計 9,843

　 利息及び配当金の受取額 191

　 利息の支払額 △69

　 法人税等の支払額 △6,109

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,856

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 有形固定資産の取得による支出 △2,448

　 有形固定資産の売却による収入 46

　 無形固定資産の取得による支出 △479

　 投資有価証券の取得による支出 △4,001

　 投資有価証券の売却による収入 33

　 その他の増減額 △7

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,858

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 自己株式の売却による収入 0

　 自己株式の取得による支出 △40

　 少数株主への配当金の支払額 △1

　 配当金の支払額 △1,685

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,727

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △123

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △4,853

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 35,758

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 30,905
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セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当グループの事業は、一般機械の製造・販売業という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。

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自平成19年４月１日 至平成19年６月30日)

日本
(百万円)

米州
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア・パ
シフィック
（百万円）

計(百万円)
消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

26,545 8,479 9,057 2,199 46,282 ― 46,282

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

15,659 36 85 983 16,765 (16,765) ―

計 42,204 8,515 9,143 3,183 63,047 (16,765) 46,282

営業利益 5,262 488 784 307 6,841 (   313) 6,528

(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
(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

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自平成19年４月１日 至平成19年６月30日)

米州 欧州
アジア・

パシフィック
計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,705 9,175 6,554 25,434

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 46,282

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

21.0 19.8 14.2 55.0

(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、カナダ、メキシコ、ブラジル

(2) 欧州……ドイツ、イタリア、スウェーデン

(3) アジア・パシフィック……中国、タイ、韓国、台湾、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す。
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6. その他の情報

製品別受注及び販売の状況

(1) 受注状況

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ＮＣ旋盤 13,846 18,734 13,781 17,244

マシニングセンタ 25,455 45,058 26,537 42,126

複合加工機 12,594 12,037 9,118 11,670

ＮＣ研削盤 1,213 1,675 1,313 1,415

その他 658 407 614 241

合計 53,768 77,914 51,365 72,698

(注) 受注高、受注残高には消費税等は含まれておりません。

　

(2) 販売実績

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

売上高 構成比(％) 売上高 構成比(％)

ＮＣ旋盤 10,516 22.7 12,929 27.3

マシニングセンタ 23,875 51.6 22,099 46.7

複合加工機 10,434 22.5 10,701 22.6

ＮＣ研削盤 950 2.1 1,027 2.2

その他 505 1.1 569 1.2

合計 46,282 100.0 47,327 100.0

(注) 売上高には消費税等は含まれておりません。
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