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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 17,787 ― 646 ― 1,140 ― 1,099 ―

20年3月期第1四半期 17,555 △3.1 403 △44.7 742 △16.5 463 △65.8

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 9.70 ―

20年3月期第1四半期 3.99 ―

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 78,507 42,180 53.7 372.39
20年3月期 76,422 40,432 52.9 356.63

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  42,180百万円 20年3月期  40,432百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.75 ― 3.75 7.50

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 37,000 ― 1,300 ― 1,500 ― 1,200 ― 10.58
通期 78,000 3.4 3,200 32.5 3,500 47.9 2,400 85.1 21.17

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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。 
・上記に記載した予想数値は、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、実際の業績等は様々な要因により上記予想数値
と異なる可能性があります。  

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  119,996,839株 20年3月期  119,996,839株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  6,725,953株 20年3月期  6,621,798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  113,328,226株 20年3月期第1四半期  116,404,307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1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国を初めとする世界的な経済の後退の影響、原油価

格及び一次産品の高騰による原材料価格の上昇などによる企業収益の悪化、また諸物価上昇による消費マ

インドの低下もあり、景気の減速感を急速に増してまいりました。

　このような状況の中、当社グループは、前期に引続き販売価格の見直しで収益改善を図るべく営業活動

を行ってまいりましたが、充分な結果を得るまで至っておりません。しかしながら、営業利益では前期に

実施した減損による当期の償却費の減少と営業費の削減により増益となりました。経常利益では為替差益

を要因として、また、四半期純利益では4月に江戸川区平井所在の土地の売却による特別利益の計上があっ

た事により増益となりました。

　結果、売上高177億87百万円、営業利益６億46百万円、経常利益11億40百万円、四半期純利益10億99百万

円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比較して20億85百万円増加し、785億７百万円となりま

した。流動資産は442億52百万円で７億87百万円増加しておりますが、主な増加は現金及び預金17億23百万

円、たな卸資産（商品及び製品・原材料及び貯蔵品・仕掛品）３億69百万円及びその他の流動資産５億67

百万円で、主な減少は受取手形及び売掛金の18億83百万円であります。固定資産は342億54百万円で12億97

百万円増加しておりますが、主な増加は投資有価証券の24億75百万円で、主な減少は有形固定資産の14億

９百万円であります。 

　当第１四半期末の負債は、前連結会計年度末と比較して３億36百万円増加し、363億26百万円となりまし

た。主な増加は固定負債その他の12億８百万円で、主な減少は支払手形及び買掛金４億76百万円でありま

す。

　当第１四半期の純資産は、前連結会計年度末と比較して17億48百万円増加し、421億80百万円となりまし

た。主な増加は利益剰余金６億74百万円及びその他有価証券評価差額金13億40百万円であります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間は為替差益を要因として予想を上回る業績で推移しているものの、最も業績

に与える影響のある原材料価格が今後更に上昇すると予想しており、第２四半期以降の業績進捗は厳しく

なるものと思われます。

　しかしながら、第２四半期連結累計期間および通期の業績につきましては、平成20年５月15日に公表し

ました業績予想に変更はございません。
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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

（簡便な会計処理）

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出について、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しております。

③固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している資産について、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) 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

（会計処理の変更）

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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19

年３月14日 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。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を当第１四半期連結会計期間より適用しております。従来は主として総平均法による低価法を採用して

おりましたが、当第１四半期連結会計期間より総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比べ、売上総利益、営業利益及び経常利益はそれぞれ121百万円

減少し、税金等調整前四半期純利益は459百万円減少しております。

③「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」（企業会計基準委員会 平成

18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

　なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

当社及び国内連結子会社は、一部資産の耐用年数について、平成20年度法人税法の改正を契機として見

直しを行い、当第１四半期連結会計期間より改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用しております。

　なお、これによる四半期連結財務諸表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)

前連結会計年度末に係る

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 10,156 8,432

受取手形及び売掛金 21,141 23,024

商品及び製品 7,904 7,778

原材料及び貯蔵品 1,457 1,252

仕掛品 1,199 1,160

その他 2,608 2,041

貸倒引当金 △214 △224

流動資産合計 44,252 43,465

固定資産

有形固定資産 14,836 16,246

無形固定資産 779 556

投資その他の資産

投資有価証券 17,800 15,324

その他 972 973

貸倒引当金 △134 △144

投資その他の資産合計 18,638 16,153

固定資産合計 34,254 32,956

資産合計 78,507 76,422

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,806 18,283

短期借入金 2,920 2,947

未払法人税等 447 496

賞与引当金 459 755

その他 3,976 3,895

流動負債合計 25,611 26,379

固定負債

社債 1,500 1,500

長期借入金 1,006 1,039

退職給付引当金 2,850 2,867

役員退職慰労引当金 － 16

負ののれん 265 302

その他 5,091 3,883

固定負債合計 10,715 9,609

負債合計 36,326 35,989
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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)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 13,047 13,047

資本剰余金 3,373 3,373

利益剰余金 21,811 21,137

自己株式 △2,570 △2,532

株主資本合計 35,662 35,026

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,695 5,355

繰延ヘッジ損益 △0 △25

為替換算調整勘定 △176 76

評価・換算差額等合計 6,518 5,406

純資産合計 42,180 40,432

負債純資産合計 78,507 76,422

決算短信 2008年08月08日 13時34分 00995xe02_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）

5



オカモト㈱(5122)平成21年3月期 第1四半期決算短信

(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 17,787

売上原価 13,841

売上総利益 3,945

販売費及び一般管理費合計 3,298

営業利益 646

営業外収益

受取配当金 214

為替差益 250

その他 132

営業外収益合計 598

営業外費用

支払利息 24

その他 80

営業外費用合計 104

経常利益 1,140

特別利益

固定資産売却益 927

投資有価証券売却益 105

貸倒引当金戻入額 8

特別利益合計 1,042

特別損失

たな卸資産評価損 337

その他 42

特別損失合計 380

税金等調整前四半期純利益 1,802

法人税、住民税及び事業税 438

法人税等調整額 264

法人税等合計 703

四半期純利益 1,099
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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 1,802

減価償却費 580

負ののれん償却額 △36

賞与引当金の増減額（△は減少） △295

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17

その他の引当金の増減額（△は減少） △16

受取利息及び受取配当金 △218

支払利息 24

為替差損益（△は益） △10

持分法による投資損益（△は益） △4

投資有価証券売却損益（△は益） △105

固定資産売却損益（△は益） △924

固定資産除却損 22

売上債権の増減額（△は増加） 1,720

たな卸資産の増減額（△は増加） △443

その他の資産の増減額（△は増加） △505

仕入債務の増減額（△は減少） △153

その他の負債の増減額（△は減少） 224

その他 19

小計 1,643

利息及び配当金の受取額 218

利息の支払額 △9

法人税等の支払額 △456

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,395

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 △100

定期預金の払戻による収入 100

有形及び無形固定資産の取得による支出 △356

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,605

投資有価証券の取得による支出 △352

投資有価証券の売却による収入 131

その他 △147

投資活動によるキャッシュ・フロー 880

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 200

短期借入金の返済による支出 △200

長期借入金の返済による支出 △0

自己株式の取得による支出 △38

配当金の支払額 △373

その他 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △428

現金及び現金同等物に係る換算差額 △122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,725

現金及び現金同等物の期首残高 8,325

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,051
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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

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。
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「参考」

１．前四半期にかかる財務諸表

　 （要約）前四半期連結損益計算書

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（百万円）

 Ⅰ 売上高 17,555

 Ⅱ 売上原価 13,825

売上総利益 3,729

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,326

営業利益 403

 Ⅳ 営業外収益 419

 Ⅴ 営業外費用 81

経常利益 742

 Ⅵ 特別利益 173

 Ⅶ 特別損失 3

　 税金等調整前四半期純利益 912

　 法人税、住民税及び事業税 175

　 法人税等調整額 273

　 四半期純利益 463
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　 （要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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（百万円）

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前四半期純利益 912

2 減価償却費 598

3 負ののれん償却額 △ 36

4 持分法による投資利益 △ 5

5 賞与引当金の減少額 △ 343

6 貸倒引当金の減少額 △ 6

7 退職給付引当金の減少額 △ 66

8 役員退職慰労引当金の減少額 △ 544

9 受取利息及び受取配当金 △ 181

10 支払利息 22

11 為替差損益 △ 1

12 投資有価証券売却益 △ 167

13 有形固定資産売却損益 2

14 有形固定資産除却損 1

15 売上債権の減少額 1,890

16 たな卸資産の増加額 △ 39

17 その他資産の増加額 △ 192

18 仕入債務の減少額 △ 541

19 その他負債の増加額 1,156

20 その他 △ 21

　小計 2,435

21 利息及び配当金の受取額 181

22 利息の支払額 △ 22

23 法人税等の支払額 △ 312

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,282

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー

1 定期預金の預入による支出 △ 100

2 定期預金の払戻しによる収入 100

3 有形・無形固定資産取得による支出 △ 863

4 有形・無形固定資産売却による収入 1

5 投資有価証券の取得による支出 △ 102

6 投資有価証券の売却による収入 198

7 その他投資にかかる収支 12

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 753

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

1 短期借入金による収入 1,200

2 短期借入金の返済による支出 △ 200

3 長期借入金の返済による支出 △ 7

4 配当金の支払額 △ 377

5 自己株式の取得による支出 △ 210

 財務活動によるキャッシュ・フロー 404

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 6

Ⅴ  現金及び現金同等物の増加額 1,927

Ⅵ  現金及び現金同等物期首残高 7,249

Ⅶ  現金及び現金同等物四半期末残高 9,176
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