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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 72,422 △4.0 2,110 △12.6 2,454 3.7 1,403 8.3
20年3月期 75,435 △0.5 2,415 △18.1 2,366 △31.7 1,296 △45.6

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 12.47 ― 3.7 3.5 2.9
20年3月期 11.25 ― 3.0 2.9 3.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  23百万円 20年3月期  30百万円

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 64,441 36,274 56.3 324.19
20年3月期 76,422 40,432 52.9 356.63

（参考） 自己資本   21年3月期  36,274百万円 20年3月期  40,432百万円

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 3,809 △836 △2,457 8,665
20年3月期 6,353 △2,920 △2,298 8,327

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50 859 66.7 2.0
21年3月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50 841 60.2 2.2

22年3月期 
（予想）

― 3.75 ― 3.75 7.50 52.5

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

30,000 △18.3 800 △28.5 1,100 △34.3 700 △49.3 6.26

通期 65,000 △10.2 2,300 9.0 2,600 5.9 1,600 14.0 14.30

－1－



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、21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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 116,996,839株 20年3月期 119,996,839株

② 期末自己株式数 21年3月期  5,101,061株 20年3月期  6,621,798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 59,560 △5.6 1,627 △29.8 1,832 △16.7 1,117 19.6
20年3月期 63,060 △3.4 2,315 △15.6 2,200 △30.1 934 △66.5

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
円 銭 円 銭

21年3月期 9.93 ―

20年3月期 8.10 ―

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 64,448 37,411 58.0 333.94
20年3月期 76,588 41,082 53.6 361.93

（参考） 自己資本 21年3月期  37,411百万円 20年3月期  41,082百万円

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 

・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。なお、上記予想に関する事項は、4ページ「１．経営成績 （1）経営成績に関する分析、次期の見通し」をご覧下さ
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 25,000 △19.5 720 △22.1 1,000 △30.6 600 △51.2 5.36

通期 53,000 △11.0 1,800 10.6 2,200 20.0 1,300 16.3 11.60

－2－
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当連結会計年度におけるわが国経済は、年度前半における原油等の商品市況の高騰による高コストか

ら企業収益が悪化し、個人消費も株価の下落や物価上昇に伴う消費者心理の落ち込みで伸び悩みまし

た。そのような景気後退局面のなか、昨年9月の米国大手金融機関の経営破綻を契機に金融危機が新興

国を含む全世界に広がり、その影響が全産業に波及し未曾有の不況に陥っております。また、わが国経

済の牽引役である自動車・電気通信機器産業を中心に急激な悪化に見舞われ、大幅な生産調整、設備投

資の縮小、雇用情勢の悪化、個人消費の更なる低迷等により景気後退がより深刻化し、長期化が懸念さ

れております。  

 このような状況下で当社グループは、年度前半は前年より引き続いた原油価格の高騰から原材料価格

の上昇によるコストアップで収益が圧迫され、年度後半は前述の景気後退の局面で厳しい状況となりま

したが、業績の早期回復に向け生産調整や在庫の圧縮、そして製造コストと経費の削減に取り組んでま

いりました。また、設備投資についても見直しを進めております。  

 その結果、当連結会計年度の売上高は724億22百万円（前年同期比4.0％減）となりました。利益面に

つきましてはコスト削減に努めましたが、期の大半は製品安の原料高であったことから営業利益は21億

10百万円（前年同期比12.6％減）となりました。また、昨年に引き続き円高傾向であったことから為替

差損を計上しましたが、前年度より計上額が少なく、経常利益は24億54百万円（前年同期比3.7％増）

となりました。当期純利益では、特別利益で江戸川区所在の土地の売却益を、特別損失では「棚卸資産

の評価に関する会計基準」実施に伴う製品評価損、株価下落に伴う有価証券評価損等を計上し、14億３

百万円（前年同期比8.3％増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。  

 ① 産業用製品事業  

 一般用および産業用フィルムの売上は、市況悪化により需要減少となり、売上微減となりました。農

業用フィルムは農業用資材高騰による農家の需要減のなか、拡販努力により売上横ばいとなりました。

壁紙は一昨年の建築基準法改正による確認申請の遅れの影響が回復しつつありましたが、昨年秋からの

住宅市場の冷え込みで売上微減となりました。フレキシブルコンテナーバッグ等は需要も一巡した上、

主要ユーザーの出荷減少により、売上大幅減となりました。自動車内装材において、当初は前期より引

き続き好調であったものの期後半になって自動車メーカー全体の急激な生産調整のため需要は激減し、

輸出品についても円高の影響もあり、売上大幅減となりました。粘着テープは、製品価格の改定と販路

の開拓により、売上は堅調に推移しました。工業用テープは電材関連需要の激減により、売上大幅減と

なりました。  

 以上により事業全体の売上高は374億90百万円（前年同期比5.7％減）、営業利益は13億51百万円（前

年同期44.4％減）となりました。 

  

② 生活用品事業  

 コンドームは、少子化・晩婚化の影響もあり市場の縮小化が続いておりますが、新商品を上市したこ

とで売上横ばいとなりました。除湿剤は競争激化で売上減となりました。入浴剤・ホウ酸ダンゴ等は天

候不順で売上微減となりました。カイロは暖冬の影響により需要は伸び悩みましたが、拡販努力により

売上横ばいとなりました。手袋については、食品用・医療用・産業用が堅調に推移しましたが、作業用

は売上減となりました。食品包装用ラップ等は製品価格の改定と拡販により売上増となりました。食品

用吸水・脱水シートであるピチット製品は、輸出品で円高の影響を受け売上微減となりました。メディ

カル製品のうち滅菌器は、拡販により売上微増となりました。シューズは、高級紳士靴の伸び悩みと低

価格品の増加により売上減となりました。雨衣・ブーツは採算見直しによる製品価格改定の影響で売上

減となりました。自動車用非金属チェーンは都市部に降雪も無く売上減となりました。  

 以上により事業全体の売上高は349億９百万円（前年同期比2.2％減）、営業利益は経費削減と輸入商

品の採算改善で22億40百万円（前年同期59.6％増）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

・当期の経営成績
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③ その他  

 その他事業の売上高は21百万円（前年同期比156.2％増）、営業利益は１百万円（前年同期△24百万

円）となりました。 

  

所在別セグメントの業績は次のとおりです。  

  ① 日本  

 年度前半は引き続く原油価格の高騰から来る原材料価格の上昇で大変厳しい状況で推移いたしまし

た。年度後半は金融危機の影響が全産業に波及し民間設備投資、個人消費が沈滞すると言うことで、年

度をとおして景気は大きく後退し、経済環境は悪化しております。当社グループの前半は価格転嫁に注

力し、後半は製造コストと経費の削減を図ってまいりました。結果、売上高では手袋が堅調ではありま

したが自動車関連で自動車内装材、住宅関連で壁紙・建材フィルム、電材関連では工業用テープが減少

し、また個人消費の減退からシューズ・アウトドア用品が影響を受け654億54百万円（前年同期比5.0％

減）となりました。営業利益では自動車内装材の販売減による販売経費の減少と子会社を含めた積極的

な経費削減策を行ないましたが36億34百万円（前年同期比5.2％減）となりました。 

② 北米  

 自動車メーカーの減産から自動車内装材の販売が急減速し、売上高は43億87百万円（前年同期比

9.1％減）となり、またそれを受け新設工場の稼動を延期いたしましたこともあり、経費が増加し営業

損失２億３百万円（前年同期△49百万円）となりました。 

③ アジア  

 中国でのコンドーム販売が順調に伸びていることと、中国での自動車の生産が比較的順調な事から自

動車内装材が堅調であったため、売上高で25億79百万円（前年同期比50.2％増）となり、営業利益91百

万円（前年同期△９百万円）となりました。 

  

今後の見通しにつきましたは、急激な景気の回復が想定できないと考えており、当社業績においても

次期の前半は現状のままで推移すると予測しております。当面の見通しでも流通過程で在庫を持たず当

用買いで済まそうとしており、先行き不透明感で読みにくい状況にあります。しかしながら、耐久消費

財をはじめ買い替え需要も今後発生してくるものと考えられることから、期後半には一定の経済環境に

戻ってくるものと考えております。当社におきましては自動車内装材においては当期後半の状況はもう

しばらく続くものと考えられますが、通期の利益面では経費削減の効果もあり当期を上回るものと考え

ております。  

 次期（平成22年３月期）の業績見通しにつきましては、連結売上高650億円、連結経常利益26億円、

連結当期純利益16億円を見込んでおります。  

  

・次期の見通し
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①資産、負債及び純資産の状況  

(イ) 資産  

 当連結会計年度末における総資産は644億41百万円で前連結会計年度末と比べて、119億80百万円減少

しております。  

 流動資産は387億27百万円で前連結会計年度と比べ47億38百万円減少し、これは主として受取手形及

び売掛金が33億76百万円、たな卸資産全体で13億７百万円が減少したことによるものです。  

 固定資産は257億14百万円で前連結会計年度末と比べ72億42百万円減少し、これは主として有形固定

資産の８億54百万円、投資有価証券の66億44百万円が減少したことによるものです。  

(ロ) 負債  

 当連結会計年度末における総負債は281億67百万円で前連結会計年度末と比べて、78億22百万円減少

しております。  

 流動負債は208億21百万円で前連結会計年度と比べ55億58百万円減少し、これは主として支払手形及

び買掛金が33億26百万円、短期借入金９億43百万円、未払法人税等３億62百万円、その他流動負債８億

69百万円減少したことによるものです。  

 固定負債は73億46百万円で前連結会計年度と比べ22億63百万円減少し、これは主として繰延税金負債

の減少によるものです。  

（ハ）純資産  

 当連結会計年度における純資産は362億74百万円で前連結会計年度末と比べ、41億57百万円減少して

おります。これは主として自己株式消却による資本剰余金の減少11億40百万円及びその他有価証券評価

差額金の減少34億26百万円によるものです。  

  

 ②キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

３億37百万円(4.1％)増加し、86億65百万円となりました。  

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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、38億９百万円(前連結会計年度比40.0％減)となりました。  

 増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益22億21百万円、減価償却費24億61百万円、売上債権の減

少による増加31億71百万円及びたな卸資産の減少による増加11億82百万円となり、減少の主な内訳は、

有形固定資産売却益９億36百万円、仕入債務の減少28億29百万円及びその他負債の減少13億38百万円で

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、８億36百万円(前連結会計年度比71.4％減)となりました。  

 収入の主な内訳は、固定資産の売却による収入16億25百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の

取得による支出14億16百万円及び連結子会社の株式取得による支出12億３百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は、24億57百万円(前連結会計年度比6.9％増)となりました。  

 収入の主な内訳は、短期借入による収入37億53百万円であり、支出の主な内訳は、長期・短期借入金

の返済による支出46億97百万円、配当金の支払額８億45百万円及び自己株式の取得による支出５億81百

万円であります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
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：株価時価総額/総資産 
債務償却年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

 
  

当社は、活動領域の中で常に企業体質の強化を図り収益力の向上に努めてまいりましたが、その利益

の配分は株主各位への利益還元としての配当の継続と自己株式取得及び自己株式消却で行っており、さ

らに今後も継続いたします。また、将来の事業展開のための内部留保金の充実を図ってまいります。内

部留保金につきましては技術・商品の開発、人材育成、新規設備投資及び物流合理化への投資、並びに

相乗効果が期待できる企業買収や事業の譲り受けへの投資等を行っていく方針です。 

平成18年３月期 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 （％） 52.7 54.6 52.9 56.3

時価ベースの自己資本比率 （％） 66.5 55.7 53.0 61.6

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

（年） 1.7 1.8 0.8 1.2

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

（倍） 43.8 34.8 66.8 43.5

（注）１ 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。

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にしております。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
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２．企業集団の状況

 産業用製品事業

 生活用品事業

 その他事業

（注１）Okamoto North America,Inc.及びOkamoto Realty,LLCは平成20年4月1日に設立しております。

事業の系統図は、次のとおりであります。

※は連結子会社　　☆は持分法適用会社　　←は製品の流れ

　当社及び当社の関係会社（子会社24社及び関連会社１社）においては、産業用製品事業（主要製
品：プラスチックフィルム、建装・産業資材）と生活用品事業（主要製品：医療・日用品、シュー
ズ、衣料・スポーツ用品）の製造及び販売を主な内容として密接な相互協力のもと、活動を展開して
おります。

事業内容の当社と関係会社の位置付けは次の通りであります。なお、事業区分と事業別セグメント区
分は同一のものであります。

プラスチックフィルム及び建装・産業資材の製造・仕入及び販売を行っておりま
す。
〔会社名〕
当社、オカモト化成品㈱、Okamoto U.S.A.,Inc.、 岡本(香港)有限公司、
岡本化成国際貿易(深圳)有限公司、岡本貿易(深圳)有限公司、
Okamoto Sandusky Manufacturing LLC

当　　社

㈱岡本ソーイ
ング※
ヒルソン・
デック㈱※

医療・日用品、シューズ、衣料・スポーツ用品の製造・仕入及び販売を行っており
ます。
〔会社名〕
当社、イチジク製薬㈱、世界長㈱、㈱ユニオン・ロイヤル、㈱岡本ソーイング、ヒ
ルソン・デック㈱、岡本(香港)有限公司、Okamoto U.S.A.,Inc.、
Siam Okamoto Co.,Ltd.、Apollotex Co.,Ltd.、
Okamoto Rubber Products Co.,Ltd.、Okamoto Vietnam Co.,Ltd.、
Vina Okamoto Co.,Ltd.、森川産業㈱

製品輸送及び保管事業を行っている会社は下記の通りであります。
　　オカモト通商㈱
持株会社及び資産管理会社は下記の通りであります。
　　Okamoto North America,Inc.(注１)、Okamoto Realty,LLC(注１)

〔販売会社〕 〔製造・販売会社〕 〔製造・販売会社〕

海 外 得 意 先

　Okamoto North America,Inc.（持株会社） ※

〔資産管理業〕
Okamoto

Realty,LLC　※

〔海外製造会社〕

Okamoto
U.S.A.,Inc.　※

〔海外製造会社〕

〔海外販売会社〕Okamoto Sandusky
Manufacturing LLC　※

国 内 得 意 先

〔海外販売会社〕

岡本(香港)有限公司　※
岡本化成国際貿易(深圳)有限公司
岡本貿易(深圳)有限公司

Siam Okamoto Co.,Ltd.　※
Apollotex Co.,Ltd.
Okamoto Rubber Products
Co.,Ltd.
Okamoto Vietnam Co.,Ltd.
Vina Okamoto Co.,Ltd.

オカモト
　化成品㈱※
世界長㈱※
森川産業㈱☆

㈱ユニオン・
ロイヤル※

イチジク製薬
㈱※

〔製品の保管・運送〕
〔保険代理業〕

オカモト通商㈱※
ホンゴウサービス㈱

〔製造会社〕
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平成19年３月期決算短信(平成19年５月15日開示)により開示を行った内容から変更がないため、開示

を省略します。尚、当該決算短信は下記のURLよりご覧頂けます。 

（当社のホームページ） 

   http://www.okamoto-inc.jp 

（東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)） 

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

近年において、生活用品事業で「水とりぞうさん」ブランドの除湿剤事業、「インピレス」ブランド

の入浴剤・ホウ酸ダンゴ等の家庭用品事業及び食品用脱水・吸水シート「ピチットシート」事業の譲り

受けを行い、また「イチジク浣腸」ブランドのイチジク製薬㈱の完全子会社化、さらに、「マレリー」

ブランド等高級紳士靴の㈱ユニオン・ロイヤル、老舗ブランドの世界長㈱の経営権を取得してまいりま

した。産業用製品事業においては、化粧フィルム事業及びプラスチック積層フィルム事業の譲り受けも

行ってまいりました。  

 当社の第一の課題は、これらの企業並びに事業の生産並びに販売においてより一層の相乗効果を出

し、各社・各事業がグループ全体の利益に貢献することです。  

 第二の課題は、昨年９月米国の金融危機に端を発した世界経済の急激な悪化と円高による自動車・電

機・半導体産業等の業績低迷、そして生産調整に伴う雇用不安が加わり個人消費の低迷にも拍車を掛

け、百年に一度の経済危機との事態に陥りました。かかる状況下売上げが減少しても、固定費の変動

化・経費の圧縮等を進め利益が計上できる体質に変えることです。  

 第三の課題は、創立70周年を記念して全社を挙げて「未来創造プロジェクト70」に取り組み、売上高

の増強と収益の拡大に邁進しました。これを足元にして創立75周年(平成22年３月期)の数値目標を挙げ

ましたが急激な状況の変化に取り下げました。しかしながら、来たるべき時機に備えベトナムの長靴工

場の本格稼動、米国の自動車内装材工場の稼動延期等、売上げ増加と原価の削減等を狙いに海外戦略の

見直しを行うと共に国内では急激な景気悪化に対抗するため研究開発センターを中心とした新製品の開

発とグループ取扱商品の拡大に伴う提案セールスの徹底です。  

 第四の課題は、環境問題への取り組み強化です。ユーザーの環境対応商品の要望を的確に捉えた商品

の上市による顧客満足度向上と省資材の促進及び廃棄物の削減による環境負荷低減を目的にISO14001認

証の企業グループとして引き続き積極的な取り組みをします。 

  

サブプライム問題に端を発した米・欧・アジア経済の景気後退や株価の低迷が個人消費を抑制し、売

上の減少や利益の減退を招き、依然として先行き不透明感がぬぐえない中、当社グループは売上げが落

ちても利益が確保される企業を目指し下記の４点を重要課題として取り組んでおります。 

１ 上記経済情勢に伴い円高が進行する中、ベトナムハノイ近郊の長靴工場の本格稼動化、米国オ

ハイオ州車輌資材新工場の稼動見直し等事業戦略の見直しを実施。 

２ 事業別には自動車販売不振による車輌資材部門、引き続く住宅・マンション市況の低迷による

建装部門等の合理化対策。その他部門は、徹底した経費削減を実施。 

３ 景気の悪化に伴う個人消費の低迷から、より安価で高品質を求める消費者ニーズにこたえるた

め、茨城工場に平成21年４月開設した生活用品事業向け研究開発センターによる新商品開発・

品質改良の実現。 

４ 地震、インフルエンザ等のリスクに対応する事業継続マネジメントの確立。 

３. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

(3) 会社の対処すべき課題
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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 8,432 8,870 

受取手形及び売掛金 23,024 19,647 

たな卸資産 10,191 － 

商品及び製品 － 6,893 

仕掛品 － 961 

原材料及び貯蔵品 － 1,029 

繰延税金資産 540 510 

その他 1,500 946 

貸倒引当金 △224 △131 

流動資産合計 43,465 38,727 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） ※2 6,571 ※2 5,991 

機械装置及び運搬具（純額） 5,459 5,428 

土地 ※2 3,524 ※2 3,178 

建設仮勘定 295 331 

その他（純額） 395 461 

有形固定資産合計 ※1 16,246 ※1 15,391 

無形固定資産 556 783 

投資その他の資産 

投資有価証券 15,324 8,680 

繰延税金資産 78 178 

破産更生債権等 119 42 

その他 775 709 

貸倒引当金 △144 △70 

投資その他の資産合計 16,153 9,539 

固定資産合計 32,956 25,714 

資産合計 76,422 64,441 
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(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 18,283 14,957 

短期借入金 ※2 2,947 ※2 2,004 

未払法人税等 496 134 

賞与引当金 755 697 

その他 ※2 3,895 ※2 3,026 

流動負債合計 26,379 20,821 

固定負債 

社債 1,500 1,500 

長期借入金 ※2 1,039 ※2 1,003 

繰延税金負債 1,966 128 

退職給付引当金 2,867 2,796 

役員退職慰労引当金 16 － 

負ののれん 302 156 

その他 ※2 1,917 1,761 

固定負債合計 9,609 7,346 

負債合計 35,989 28,167 

純資産の部 

株主資本 

資本金 13,047 13,047 

資本剰余金 3,373 2,232 

利益剰余金 21,137 21,399 

自己株式 △2,532 △1,953 

株主資本合計 35,026 34,726 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 5,355 1,929 

繰延ヘッジ損益 △25 7 

為替換算調整勘定 76 △388 

評価・換算差額等合計 5,406 1,548 

純資産合計 40,432 36,274 

負債純資産合計 76,422 64,441 
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(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 75,435 72,422 

売上原価 59,293 56,980 

売上総利益 16,142 15,441 

販売費及び一般管理費 

運賃及び荷造費 3,492 3,538 

その他の販売費 2,826 2,779 

給料及び賞与 3,270 2,946 

賞与引当金繰入額 272 467 

退職給付引当金繰入額 114 87 

役員退職慰労引当金繰入額 2 － 

貸倒引当金繰入額 42 － 

その他の一般管理費 3,706 3,512 

販売費及び一般管理費合計 13,726 13,331 

営業利益 2,415 2,110 

営業外収益 

受取利息 15 20 

受取配当金 273 318 

不動産賃貸料 305 300 

負ののれん償却額 145 145 

持分法による投資利益 30 23 

その他 233 162 

営業外収益合計 1,003 972 

営業外費用 

支払利息 94 86 

不動産賃貸費用 140 142 

為替差損 642 297 

その他 174 100 

営業外費用合計 1,052 627 

経常利益 2,366 2,454 

特別利益 

固定資産売却益 ※1 13 ※1 942 

投資有価証券売却益 334 107 

貸倒引当金戻入額 － 90 

受取補償金 58 － 

特別利益合計 405 1,140 

特別損失 

固定資産除却損 ※2 32 ※2 210 

固定資産売却損 ※3 2 ※3 5 

たな卸資産評価損 8 337 

貸倒引当金繰入額 26 － 

投資有価証券評価損 － 610 

減損損失 ※4 790 ※4 169 

その他 54 39 

特別損失合計 915 1,373 

税金等調整前当期純利益 1,857 2,221 

法人税、住民税及び事業税 696 439 

法人税等調整額 △135 377 

法人税等合計 561 817 

当期純利益 1,296 1,403 
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(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 13,047 13,047 

当期末残高 13,047 13,047 

資本剰余金 

前期末残高 4,599 3,373 

当期変動額 

自己株式の消却 △1,226 △1,138 

自己株式の処分 － △2 

当期変動額合計 △1,226 △1,140 

当期末残高 3,373 2,232 

利益剰余金 

前期末残高 20,711 21,137 

当期変動額 

当期純利益 1,296 1,403 

剰余金の配当 △870 △845 

連結範囲の変動 － △299 

その他 － 2 

当期変動額合計 425 261 

当期末残高 21,137 21,399 

自己株式 

前期末残高 △2,513 △2,532 

当期変動額 

自己株式の取得 △1,245 △581 

自己株式の消却 1,226 1,138 

自己株式の処分 － 22 

当期変動額合計 △18 578 

当期末残高 △2,532 △1,953 

株主資本合計 

前期末残高 35,845 35,026 

当期変動額 

当期純利益 1,296 1,403 

剰余金の配当 △870 △845 

自己株式の取得 △1,245 △581 

自己株式の処分 － 23 

連結範囲の変動 － △299 

その他 － 2 

当期変動額合計 △819 △299 

当期末残高 35,026 34,726 
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(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 11,445 5,355 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△6,090 △3,426 

当期変動額合計 △6,090 △3,426 

当期末残高 5,355 1,929 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 1 △25 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△27 33 

当期変動額合計 △27 33 

当期末残高 △25 7 

為替換算調整勘定 

前期末残高 42 76 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

34 △464 

当期変動額合計 34 △464 

当期末残高 76 △388 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 11,489 5,406 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△6,083 △3,857 

当期変動額合計 △6,083 △3,857 

当期末残高 5,406 1,548 

純資産合計 

前期末残高 47,335 40,432 

当期変動額 

当期純利益 1,296 1,403 

剰余金の配当 △870 △845 

自己株式の取得 △1,245 △581 

自己株式の処分 － 22 

連結範囲の変動 － △299 

その他 － 2 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,083 △3,857 

当期変動額合計 △6,902 △4,157 

当期末残高 40,432 36,274 
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(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 1,857 2,221 

減価償却費 2,578 2,461 

減損損失 790 169 

負ののれん償却額 △145 △145 

持分法による投資損益（△は益） △30 △23 

賞与引当金の増減額（△は減少） △40 △56 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 68 △166 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33 △71 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △554 △7 

受取利息及び受取配当金 △288 △339 

支払利息 94 86 

為替差損益（△は益） 35 60 

投資有価証券売却損益（△は益） △334 △107 

投資有価証券評価損益（△は益） － 610 

固定資産除却損 32 210 

固定資産売却損益（△は益） △11 △936 

売上債権の増減額（△は増加） △90 3,171 

たな卸資産の増減額（△は増加） 645 1,182 

その他の資産の増減額（△は増加） △139 173 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,709 △2,829 

その他の負債の増減額（△は減少） 199 △1,338 

その他 △33 30 

小計 6,308 4,356 

利息及び配当金の受取額 285 335 

利息の支払額 △95 △87 

法人税等の支払額 △517 △794 

法人税等の還付額 372 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,353 3,809 

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 △110 △210 

定期預金の払戻による収入 110 110 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,554 △1,416 

有形及び無形固定資産の売却による収入 128 1,625 

投資有価証券の取得による支出 △660 △160 

投資有価証券の売却による収入 390 134 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

－ △1,203 

その他 △223 283 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,920 △836 

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 4,170 3,753 

短期借入金の返済による支出 △1,790 △4,696 

長期借入れによる収入 1,000 － 

長期借入金の返済による支出 △5,008 △0 

社債の発行による収入 1,476 － 

配当金の支払額 △867 △845 

自己株式の取得による支出 △1,244 △581 

その他 △34 △86 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,298 △2,457 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56 △184 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,078 331 

現金及び現金同等物の期首残高 7,249 8,327 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 5 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 8,327 ※1 8,665 
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

(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

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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 連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社の数 11社

  主要な連結子会社名

  オカモト化成品㈱、オカモト通商

㈱、㈱岡本ソーイング、ヒルソ

ン・デック㈱、㈱ユニオン・ロイ

ヤル、ボヌール販売㈱、世界長

㈱、イチジク製薬㈱、岡本(香港)

有限公司、Okamoto U.S.A.,Inc.

  Siam Okamoto CO.,LTD.

   なお、オカモト新和㈱は平成19

年10月１日付けをもって、オカモ

ト化成品㈱へ商号変更しておりま

す。

(イ)連結子会社の数 13社

  主要な連結子会社名

  オカモト化成品㈱、オカモト通商

㈱、㈱岡本ソーイング、ヒルソ

ン・デック㈱、㈱ユニオン・ロイ

ヤル、世界長㈱、イチジク製薬

㈱、岡 本 ( 香 港 ) 有 限 公 司、

Okamoto U.S.A.,Inc.

  Siam Okamoto CO.,LTD.

  Okamoto North America,INC.

  Okamoto Realty,LLC.

  Okamoto Sandusky Manufacturing 

LLC.

   なお、Okamoto North America,

INC.及びOkamoto Realty,LLC.は

平成20年４月１日に設立しており

ます。

(ロ)主要な非連結子会社名

  ホンゴウサービス㈱

  Apollotex Co.,Ltd.

Okamoto Rubber Products Co.,

Ltd.

Okamoto Vietnam Co.,Ltd.

岡本化成国際貿易(深圳)有限公司

岡本貿易(深圳)有限公司

  Vina Okamoto Co.,Ltd.

  Okamoto Sandusky Manufacturing 

LLC.

   なお、Vina Okamoto Co.,Ltd.

は平成19年６月18日、Okamoto 

Sandusky Manufacturing LLC.は

平成19年７月27日に設立しており

ます。

(ロ)主要な非連結子会社名

  ホンゴウサービス㈱

  Apollotex Co.,Ltd.

Okamoto Rubber Products Co.,

Ltd.

Okamoto Vietnam Co.,Ltd.

岡本化成国際貿易(深圳)有限公司

岡本貿易(深圳)有限公司

  Vina Okamoto Co.,Ltd.

(ハ)非連結子会社について連結の範囲

から除いた理由

   非連結子会社は、いずれも小規

模会社であり、合計の総資産、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いないた

めであります。

(ハ)非連結子会社について連結の範囲

から除いた理由

   同左

２ 持分法の適用に関する事

項

(イ)持分法適用の非連結子会社数

０社

(イ)持分法適用の非連結子会社数

０社

(ロ)持分法適用の関連会社数 １社

  会社名

  森川産業㈱

(ロ)持分法適用の関連会社数 １社

  会社名

  森川産業㈱
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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)

(ハ)持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等

の名称

  ホンゴウサービス㈱

  Apollotex Co.,Ltd.

Okamoto Rubber Products Co.,

Ltd.

  Okamoto Vietnam Co.,Ltd.

  岡本化成国際貿易(深圳)有限公司

  岡本貿易(深圳)有限公司

  Vina Okamoto Co.,Ltd.

  Okamoto Sandusky Manufacturing 

LLC.

(ハ)持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等

の名称

  ホンゴウサービス㈱

  Apollotex Co.,Ltd.

  Okamoto Rubber Products Co.,

  Ltd.

  Okamoto Vietnam Co.,Ltd.

  岡本化成国際貿易(深圳)有限公司

  岡本貿易(深圳)有限公司

  Vina Okamoto Co.,Ltd.

  持分法を適用しない理由

   持分法非適用会社は、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。

  持分法を適用しない理由

   持分法非適用会社は、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

 連結子会社のうち、岡本(香港)有限

公司、Okamoto U.S.A., Inc.、Siam 

Okamoto Co., Ltd.の決算日は12月31

日であり、ボヌール販売㈱の決算日は

１月31日であります。４社とも連結決

算日との差異は３ヶ月以内であり、か

つ、その間における取引は、連結財務

諸表に重要な影響を与えていないた

め、事業年度の財務諸表を基礎として

連結を行っております。 

 なお、その他の連結子会社の事業年

度の末日は、連結決算日と一致してお

ります。

 連結子会社のうち、岡本(香港)有限

公司、Okamoto U.S.A., Inc.、Siam 

Okamoto  Co.,  Ltd.、Okamoto  North

America,INC.、Okamoto Realty,LLC. 

Okamoto Sandusky Manufacturing 

LLC.の決算日は12月31日であります。

６社とも連結決算日との差異は３ヶ月

以内であり、かつ、その間における取

引は、連結財務諸表に重要な影響を与

えていないため、事業年度の財務諸表

を基礎として連結を行っております。 

 なお、その他の連結子会社の事業年

度の末日は、連結決算日と一致してお

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

(イ)有価証券

  その他有価証券

  時価のあるもの

   連結決算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)

(イ)有価証券

  その他有価証券

  時価のあるもの

   同左

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

  時価のないもの

   同左

(ロ)たな卸資産

  主として総平均法による低価法

(ロ)たな卸資産

  総平均による原価法(貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切

り下げの方法)
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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)

(会計方針の変更) 

 通常の販売目的で保有するたな

卸資産については、従来、総平均

法による低価法によっておりまし

たが、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)が適用されたことに伴

い、総平均法による原価法(貸借

対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定)

により算定しております。 

 当該変更により、営業利益及び

経常利益は、それぞれ245百万

円、税金等調整前当期純利益は、

583百万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。

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ)有形固定資産

   親会社及び国内連結子会社は主

として定率法(ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建物(附

属設備を除く)は定額法)を採用

し、在外連結子会社は所在地国の

会計基準の規定に基づく償却方法

によっております。

   なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

   建物及び構築物   ７～50年

   機械装置及び運搬具 ４～10年

(イ)有形固定資産(リース資産を除く)

   親会社及び国内連結子会社は主

として定率法(ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建物(附

属設備を除く)は定額法)を採用

し、在外連結子会社は主として定

額法によっております。

   なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

   建物及び構築物   ７～50年

   機械装置及び運搬具 ４～10年

(会計方針の変更)

 法人税法の改正((所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３

月30日 法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83号))

に伴い、当連結会計年度から、平

成19年４月１日以降に取得したも

のについては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しておりま

す。

 当該変更に伴う損益に与える影

響は軽微であります。

 なお、セグメント情報に与える

影響については、当該箇所に記載

しております。
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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)

(追加情報)

 当連結会計年度から、平成19年

３月31日以前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年間で均等

償却する方法によっております。

 当該変更に伴う損益に与える影

響は、売上総利益が234百万円、営

業利益が237百万円、経常利益が

239百万円、税金等調整前当期純利

益が239百万円それぞれ減少してお

ります。

 なお、セグメント情報に与える

影響については、当該箇所に記載

しております。

(追加情報)

 親会社及び連結子会社は、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、当事業年度より耐

用年数を変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影

響は軽微であります。

(ロ)無形固定資産

   定額法によっております。ただ

し、ソフトウェア(自社利用分)に

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。

(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)

   同左

(ハ)リース資産

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

(イ)貸倒引当金

   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。

(イ)貸倒引当金

   同左

  

  

   

(ロ)賞与引当金

   従業員に対する賞与の支給に備

えて、過去の実績に基づき支給見

込額を計上しております。

(ロ)賞与引当金

   同左
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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)

(ハ)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、過去勤務債務については、そ

の発生額を一括償却しておりま

す。数理計算上の差異について

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(５年)による定額法によ

り、翌連結会計年度から費用処理

しております。

(ハ)退職給付引当金

   同左

(ニ)役員退職慰労引当金

   役員の退任による退職慰労金の

支給に備えるため、会社内規に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。

(追加情報)

 親会社は、平成19年６月28日開

催の定時株主総会終結の時をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止する

決議を行っております。これに伴

い、在任期間を対象とする退職慰

労金の打切り支給を当該総会にて

決議しております。

 なお、在任期間を対象とする退

職慰労金相当額については固定負

債のその他に計上しております。

―――――――

 (4) 重要なリース取引の処

理方法

 リー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。

―――――――

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理によっておりま

す。為替予約が付されている外貨

建金銭債権債務については、振当

処理を行っております。

   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。

① ヘッジ会計の方法

   同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  (ヘッジ手段)

   為替予約取引

   金利スワップ取引

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  (ヘッジ手段)

   同左

  (ヘッジ対象)

   外貨建金銭債権債務

   及び外貨建予定取引

   定期預金の利息

   借入金の利息

  (ヘッジ対象)

     同左
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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)

③ ヘッジ方針

   主として親会社は、基本的に通

常の営業取引の範囲内で、外貨建

金銭債権債務に係る為替相場の変

動リスクを回避する目的で為替予

約取引を行っております。また、

定期預金及び借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で金利スワッ

プ取引を行っております。

③ ヘッジ方針

    同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

   為替予約については、ヘッジ手

段とヘッジ対象に関する重要な条

件が同一であり、ヘッジ開始以

降、継続して相場変動を完全に相

殺すると想定することができるた

め、ヘッジ手段とヘッジ対象に関

する重要な条件が同一であること

を確認することにより、有効性の

判定に代えております。

   金利スワップについては、特例

処理によっているため、有効性の

評価を省略しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

   同左

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

  

   消費税等の会計処理  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

   同左

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。

   同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 負ののれんの償却については、５年

間の均等償却を行っております。

   同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、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。

   同左
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(7) 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

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)

――――――― (リース取引に関する会計基準)

 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、「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))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))が適用されたことに

伴い、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。当該変更に伴う損失に与える影響は軽微でありま

す。 

 なお、リース物件の所有権が借主に移転するものと認

められる以外のファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関す

る会計基準」の適用初年度開始前のリース取引について

は、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によ

っております。  

 

(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、連結上必要

な修正を行っております。  

 なお、当該変更に伴う影響は軽微であります。 
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(表示方法の変更)

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)

(連結貸借対照表)

―――――――

(連結貸借対照表)

 財務諸表等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7,778百万円、1,160百万円、1,252百万円でありま

す。

(連結損益計算書) 

１ 前連結会計年度において販売費及び一般管理費の

「引当金繰入額」と表示しておりました「賞与引当金繰

入額」(前連結会計年度320百万円)、「退職給付引当金

繰入額」(前連結会計年度105百万円)、「役員退職慰労

引当金繰入額」(前連結会計年度50百万円)、「貸倒引当

金繰入額」(前連結会計年度49百万円)について、その内

容をより明確に表示するため、当連結会計年度より区分

掲記しております。

２ 前連結会計年度において特別損失の「固定資産除却

売却損」と表示しておりました「固定資産売却損」

(前連結会計年度13百万円)、「固定資産除却損」(前

連結会計年度53百万円)について、その内容をより明

確に表示するため、当連結会計年度より区分掲記して

おります。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

１ 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「有形固定資産除却売却損益」と表示し

ておりました「固定資産売却益」(前連結会計年度△

139百万円)、「固定資産売却損」(前連結会計年度13

百万円)、「固定資産除却損」(前連結会計年度53百万

円)について、その内容をより明確に表示するため、

当連結会計年度より区分掲記しております。

２ 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「定期預金の預入れ・払戻しによる増減

額」と表示しておりました「定期預金の預入れによる

減少額」(前連結会計年度△110百万円)、「定期預金

の払戻しによる増加額」(前連結会計年度110百万円)

について、その内容をより明確に表示するため、当連

結会計年度より区分掲記しております。
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(追加情報)

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)

 平成18年８月10日開催の取締役会において下記の固定

資産譲渡に関する決議を行い、平成19年４月３日を譲渡

予定日としておりましたが、賃借人の退去が遅れた事か

ら譲渡日は平成20年４月２日となりました。なお、引渡

しの遅れにより当初の譲渡価額に変更が生じておりま

す。

 譲渡資産の内容

  ①所在地：東京都江戸川区平井７丁目

  ②譲渡内容

所有者 帳簿価額 譲渡価額 売却益

提出会社 595百万円 1,350百万円 755百万円

オカモト 
通商㈱

103 254 150

合計 699百万円 1,605百万円 905百万円

―――――――

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(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 有形固定資産の減価償却累計額 44,529百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 42,639百万円

※２ (担保資産)

 (1) 土地31百万円(帳簿価額)は退職金負担額439百万

円(固定負債その他のうち219百万円、流動負債その

他のうち219百万円)の担保に供しております。

※２ (担保資産)

 (1) 土地31百万円(帳簿価額)は退職金負担額219百万

円(流動負債その他のうち219百万円)の担保に供し

ております。

 (2) 土地８百万円＜US$71,725＞(帳簿価額)及び建物

９百万円＜US$79,564＞(帳簿価額)は営業用資産の

取得にかかる借入金19百万円＜US$169,699＞(長期

借入金18百万円、短期借入金０百万円)の担保に供

しております。

 (2) 土地７百万円＜US$71,725＞(帳簿価額)及び建物

６百万円＜US$69,557＞(帳簿価額)は営業用資産の

取得にかかる借入金15百万円＜US$162,238＞(長期

借入金15百万円、短期借入金０百万円)の担保に供

しております。

３ 受取手形割引高 188百万円 ３ 受取手形割引高 65百万円
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(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 固定資産売却益の内訳

土地 12百万円

建物及び構築物 0

機械装置及び運搬具 1

計  13百万円

※１ 固定資産売却益の内訳

土地 942百万円

機械装置及び運搬具 0

その他 0

計 942百万円

※２ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 20百万円

機械装置及び運搬具 10

その他 1

計 32百万円

※２ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 82百万円

機械装置及び運搬具 109

その他 18

計 210百万円

 

※３ 固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具 2百万円

※３ 固定資産売却損の内訳

土地 3百万円

機械装置及び運搬具 2

計 5百万円

 

※４ 減損損失  
 当連結会計年度において、当社グループは以下
の資産について減損損失を計上しております。

用途 種類 場所

事業用資産
建物及び構築物、機
械装置及び運搬具、
建設仮勘定、その他

茨 城 県
龍ヶ崎市

   (経緯)
    当社グループは、粘着製品事業(包装用布粘着

テープ・クラフトテープ)の事業用資産において
収益性の低下が生じ、短期的な業績回復が見込ま
れないとの判断から「固定資産の減損に係る会計
基準」に基づき、当該各資産の帳簿価額を０円ま
で減額し、当該減少額を減損損失(790百万円)と
して特別損失に計上しております。

   (減損損失の内訳)
    減損損失の内訳は、建物及び構築物202百万

円、機械装置及び運搬具573百万円、建設仮勘定
13百万円、その他０百万円であります。

 

※４ 減損損失  
 当連結会計年度において、当社グループは以下
の資産について減損損失を計上しております。

用途 種類 場所

事業用資産
建物及び構築物、機
械装置及び運搬具、
その他

茨 城 県
龍ヶ崎市

   (経緯)
    当社グループは、カイロ事業の事業用資産にお

いて収益性の低下が生じ、短期的な業績回復が見
込まれないとの判断から「固定資産の減損に係る
会計基準」に基づき、当該各資産の帳簿価額を０
円まで減額し、当該減少額を減損損失(169百万
円)として特別損失に計上しております。

   (減損損失の内訳)
    減損損失の内訳は、建物及び構築物29百万円、

機械装置及び運搬具139百万円、その他０百万円
であります。

   (グルーピングの方法)
    当社グループは、主に継続的に収支の把握を行

っている管理計算上の区分別(製品群別)に資産を
グルーピングしております。ただし、賃貸不動産
及び遊休資産については、個別物件毎に概ね独立
したキャッシュ・フローを生み出す 小の単位と
してグルーピングをしております。

   (回収可能価額の算定方法等)
    当該資産グループの建物及び構築物、機械装置

及び運搬具、建設仮勘定、その他資産の回収可能
価額は使用価値により算定しております。

   (グルーピングの方法)
    当社グループは、主に継続的に収支の把握を行

っている管理計算上の区分別(製品群別)に資産を
グルーピングしております。ただし、賃貸不動産
及び遊休資産については、個別物件毎に概ね独立
したキャッシュ・フローを生み出す 小の単位と
してグルーピングをしております。

   (回収可能価額の算定方法等)
    当該資産グループの建物及び構築物、機械装置

及び運搬具、建設仮勘定、その他資産の回収可能
価額は使用価値により算定しております。
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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 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式の消却による減少  3,200,000株 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 主に市場買付による増加    3,263,000株 

 
減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式の消却による減少   3,200,000株 
  
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 

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 123,196,839 ― 3,200,000 119,996,839

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,515,983 3,305,815 3,200,000 6,621,798

単元未満株式の買取りによる増加 42,377株

持分法適用会社が取得した 
自己株式(当社株式)の当社帰属分

438株

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 438 3.75 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月13日 
取締役会

普通株式 433 3.75 平成19年９月30日 平成19年12月10日

決議 株式の種類 配当の原資
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 利益剰余金 425 3.75 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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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 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式の消却による減少   3,000,000株 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 主に市場買付による増加      1,421,000株 

 
減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式の消却による減少     3,000,000株 

 単元未満株式の売渡による減少    59,650株 

  

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 

 
  

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 119,996,839 ― 3,000,000 116,996,839

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,621,798 1,538,913 3,059,650 5,101,061

単元未満株式の買取りによる増加 117,543株

持分法適用会社が取得した 
自己株式(当社株式)の当社帰属分

370株

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 425 3.75 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月14日 
取締役会

普通株式 420 3.75 平成20年９月30日 平成20年12月５日

決議 株式の種類 配当の原資
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21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 420 3.75 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)

※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 8,432百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △105

現金及び現金同等物 8,327百万円

※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 8,870百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △205

現金及び現金同等物 8,665百万円
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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) 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

産業用 
製品事業 
(百万円)

生活用品
事業 

(百万円)

その他事業
(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

39,746 35,681 8 75,435 ― 75,435

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3 761 1,072 1,837 (1,837) ―

計 39,749 36,442 1,081 77,273 (1,837) 75,435

  営業費用 37,318 35,039 1,105 73,462 (442) 73,020

  営業利益又は 
  営業損失(△)

2,431 1,403 △24 3,810 (1,395) 2,415

Ⅱ 資産、減価償却費、
  減損損失及び資本的支出

  資産 25,627 27,289 1,771 54,689 21,733 76,422

  減価償却費 1,509 1,003 29 2,542 36 2,578

  減損損失 770 19 ― 790 ― 790

  資本的支出 1,247 667 4 1,919 294 2,214

産業用 
製品事業 
(百万円)

生活用品
事業 

(百万円)

その他事業
(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

37,490 34,909 21 72,422 ― 72,422

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

10 774 1,603 2,388 (2,388) ―

計 37,500 35,684 1,625 74,810 (2,388) 72,422

  営業費用 36,149 33,443 1,624 71,218 (906) 70,311

  営業利益 1,351 2,240 1 3,592 (1,482) 2,110

Ⅱ 資産、減価償却費、
  減損損失及び資本的支出

  資産 21,230 24,283 2,752 48,266 16,175 64,441

  減価償却費 1,356 949 26 2,332 128 2,461

  減損損失 ― 169 ― 169 ― 169

  資本的支出 730 610 14 1,355 302 1,657
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(注) １ 事業区分の方法 
 当社の事業区分の方法は、需要家向け製品の事業としての産業用製品事業と消費者向け製品の事業として
の生活用品事業及びその他事業にセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要製品 
  

 
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1,333百万

円、当連結会計年度1,410百万円であります。その主なものは、親会社の管理費用に係る費用であります。 
４  前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、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21,733百万円、当連結会計年度16,666百万円であります。その主なものは、親会社での
余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)、賃貸用不動産及び管理部門に係る資産等
であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 
６ 会計方針の変更 
   (棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 
   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 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(ロ)たな卸資産(会計方針の変更)」に記載のとおり、当連結会計年度から、「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。 
 この結果、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業費用は「産業用製品事業」が30百万
円、「生活用品事業」が215百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

事業 
区分

売上区分 主要製品

産業用製品事業

プラスチックフィルム プラスチックフィルム、農業用フィルム

建装・産業資材
ビニルレザー、壁紙、ポリプロピレンシート、自動車内装
材及び部品、布・クラフトテープ、工業用テープ、フレキ
シブルコンテナー

生活用品事業

シューズ
スポーツカジュアル靴、高級皮革スポーツ靴、高級皮革カ
ジュアル靴、高級紳士靴、ブーツ

医療・日用品

コンドーム、使い捨てカイロ、炊事手袋、作業手袋、福祉
用品、健康用品、食品用ラップ、食品衛生関連製品、チュ
ーブ、除湿剤、医薬品、入浴剤、殺虫剤、消臭剤、食品用
吸水・脱水シート

衣料・スポーツ用品 レジャー用品、雨衣、自転車、自動車用タイヤチェーン

その他事業 その他 倉庫管理、運送、プラント
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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) 北米……アメリカ合衆国 
 (2) アジア…中国、タイ 
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1,333百万円、

当連結会計年度1,410百万円であります。その主なものは、親会社の管理費用に係る費用であります。 
４ 前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、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19,196百万円、当連結会計年度16,666百万円であります。その主なものは、親会社での余資
運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)、賃貸用不動産及び管理部門に係る資産等であ
ります。 

５ 会計方針の変更 
  (棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 
   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 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(ロ)たな卸資産(会計方針の変更)」に記載のとおり、当連結会計年度から、「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。 
 この結果、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業費用は「日本」が245百万円増加し、
営業利益は同額減少しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

アジア
(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

68,891 4,826 1,717 75,435 ― 75,435

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5,325 11 2,404 7,742 (7,742) ―

   計 74,217 4,838 4,122 83,178 (7,742) 75,435

  営業費用 70,381 4,887 4,132 79,401 (6,380) 73,020

  営業利益又は
  営業損失(△)

3,835 △49 △9 3,776 (1,361) 2,415

Ⅱ 資産 52,710 2,621 1,894 57,225 19,196 76,422

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

アジア
(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

65,454 4,387 2,579 72,422 ― 72,422

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4,762 10 2,304 7,077 (7,077) ―

   計 70,217 4,398 4,883 79,499 (7,077) 72,422

  営業費用 66,582 4,601 4,791 75,976 (5,664) 70,311

  営業利益又は
  営業損失(△)

3,634 △203 91 3,523 (1,412) 2,110

Ⅱ 資産 46,000 2,556 1,760 50,317 14,124 64,441
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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) 北米………アメリカ合衆国 

(2) アジア………中国、タイ、韓国 

(3) その他地域………スウェーデン、スペイン 

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。 

  

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) 子会社等 

  

 
(注) １ 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。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 当社製品の販売については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

  

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) 子会社等 

  

 
(注) １ 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。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 当社製品の販売については、一般取引条件と同様に決定しております。 

３ 海外売上高

北米 アジア その他地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,945 2,671 137 8,754

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 75,435

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

7.9 3.5 0.2 11.6

北米 アジア その他地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,757 3,433 101 8,292

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 72,422

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

6.6 4.7 0.1 11.4

(関連当事者との取引)

属性
会社等 
の名称

住所

資本金
又は 

出資金 
(百万円)

事業の 
内容又 
は職業

議決権等の所有
(被所有)割合 

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上の
関係

関連 
会社

森川産業㈱
東京都
千代田区

109 卸売業

(所有)
直接18.17
間接 2.27
(被所有)
   0.58

兼任１名
当社製品
の販売

当社医療・
日用品関連
製品の販売

2,130 売掛金 1,394

属性
会社等 
の名称

住所

資本金
又は 

出資金 
(百万円)

事業の 
内容又 
は職業

議決権等の所有
(被所有)割合 

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上の
関係

関連 
会社

森川産業㈱
東京都
千代田区

109 卸売業

(所有)
直接18.17
間接 2.27
(被所有)
   0.59

兼任１名
当社製品
の販売

当社医療・
日用品関連
製品の販売

2,278 売掛金 1,332
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(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

リース取引関係、税効果会計関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストッ

ク・オプション等関係、企業結合等関係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致します。 

  

  

(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 356.63円 １株当たり純資産額 324.19円

 
１株当たり当期純利益 11.25円 １株当たり当期純利益 12.47円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ
いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し
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、希薄化効果を有している潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。     

項目
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株当たり当期純利益

 連結損益計算書上の 
 当期純利益(百万円)

1,296 1,403

 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 
 (百万円)

1,296 1,403

 普通株式の期中平均株式数(千株) 115,231 112,600

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益の算
定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類(新株予約権
の数2,190個)

新株予約権１種類(新株予約権
の数1,902個)

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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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 5,762 6,150 

受取手形 5,388 5,195 

売掛金 19,106 15,022 

商品 1,808 － 

製品 3,839 － 

商品及び製品 － 5,123 

原材料 933 － 

仕掛品 1,131 931 

貯蔵品 141 － 

原材料及び貯蔵品 － 869 

前払費用 57 26 

関係会社短期貸付金 24 24 

未収入金 562 306 

繰延税金資産 463 445 

その他 273 218 

貸倒引当金 △232 △115 

流動資産合計 39,261 34,197 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） ※2 4,934 ※2 4,337 

構築物（純額） ※2 757 ※2 672 

機械及び装置（純額） ※2 5,297 ※2 4,272 

車両運搬具（純額） ※2 12 ※2 9 

工具、器具及び備品（純額） ※2 347 ※2 328 

土地 ※1 7,844 ※1 7,569 

建設仮勘定 295 325 

有形固定資産合計 19,489 17,515 

無形固定資産 

のれん 474 270 

工業所有権 27 22 

ソフトウエア 5 392 

電話加入権 25 25 

施設利用権 1 1 

無形固定資産合計 534 711 

投資その他の資産 

投資有価証券 14,004 7,719 

関係会社株式 2,683 3,662 

出資金 165 165 

関係会社長期貸付金 187 229 

長期前払費用 188 174 

破産更生債権等 169 60 

その他 100 100 

貸倒引当金 △196 △89 

投資その他の資産合計 17,302 12,023 

固定資産合計 37,326 30,250 

資産合計 76,588 64,448 
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(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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 4,465 3,668 

買掛金 12,841 9,900 

短期借入金 2,500 1,000 

未払金 ※1 566 ※1 717 

未払法人税等 420 28 

未払費用 2,030 1,497 

預り金 243 209 

賞与引当金 653 588 

設備関係支払手形 550 513 

その他 271 177 

流動負債合計 24,544 18,302 

固定負債 

社債 1,500 1,500 

長期借入金 1,000 1,000 

長期未払金 1,641 1,468 

繰延税金負債 3,987 2,013 

退職給付引当金 2,703 2,629 

その他 128 122 

固定負債合計 10,960 8,733 

負債合計 35,505 27,036 

純資産の部 

株主資本 

資本金 13,047 13,047 

資本剰余金 

資本準備金 3,448 1,448 

その他資本剰余金 13 873 

資本剰余金合計 3,461 2,321 

利益剰余金 

利益準備金 2,864 2,864 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 190 198 

固定資産圧縮特別勘定積立金 － 320 

別途積立金 16,785 17,285 

繰越利益剰余金 1,855 1,297 

利益剰余金合計 21,695 21,966 

自己株式 △2,444 △1,865 

株主資本合計 35,759 35,469 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 5,348 1,934 

繰延ヘッジ損益 △25 7 

評価・換算差額等合計 5,322 1,941 

純資産合計 41,082 37,411 

負債純資産合計 76,588 64,448 
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(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 

製品売上高 47,246 43,865 

商品売上高 15,813 15,694 

売上高合計 63,060 59,560 

売上原価 

商品期首たな卸高 2,022 1,808 

製品期首たな卸高 3,913 3,839 

当期製品製造原価 38,490 37,107 

当期商品仕入高 12,205 11,416 

合計 56,632 54,171 

他勘定振替高 ※5 132 ※5 154 

商品期末たな卸高 1,808 1,669 

製品期末たな卸高 3,839 3,454 

売上原価合計 50,850 48,893 

売上総利益 12,209 10,666 

販売費及び一般管理費 

運賃及び荷造費 3,965 3,287 

広告宣伝費 295 394 

販売手数料 523 498 

販売促進費 528 492 

貸倒引当金繰入額 61 － 

役員報酬 281 292 

給料及び賞与 1,458 1,405 

賞与引当金繰入額 203 178 

退職給付引当金繰入額 67 56 

役員退職慰労引当金繰入額 10 － 

福利厚生費 117 109 

減価償却費 280 340 

旅費及び交通費 336 285 

交際費 35 30 

研究開発費 309 331 

その他 1,416 1,335 

販売費及び一般管理費合計 9,893 9,039 

営業利益 2,315 1,627 

－34－

オカモト㈱ (5122) 平成21年3月期 決算短信



(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) 

営業外収益 

受取利息 6 15 

受取配当金 499 410 

不動産賃貸料 393 380 

その他 122 76 

営業外収益合計 1,022 883 

営業外費用 

支払利息 73 51 

社債利息 16 30 

不動産賃貸費用 213 209 

為替差損 643 285 

関係会社支援損 50 30 

その他 141 70 

営業外費用合計 1,137 677 

経常利益 2,200 1,832 

特別利益 

固定資産売却益 ※1 12 ※1 769 

投資有価証券売却益 333 107 

貸倒引当金戻入額 － 170 

特別利益合計 345 1,047 

特別損失 

固定資産除却損 ※3 28 ※3 181 

固定資産売却損 － 5 

投資有価証券評価損 － 607 

関係会社株式評価損 59 － 

たな卸資産評価損 － 213 

減損損失 ※4 790 ※4 169 

貸倒引当金繰入額 49 － 

その他 45 2 

特別損失合計 974 1,181 

税引前当期純利益 1,571 1,699 

法人税、住民税及び事業税 527 258 

法人税等調整額 110 322 

法人税等合計 637 581 

当期純利益 934 1,117 
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(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 13,047 13,047 

当期末残高 13,047 13,047 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 3,448 3,448 

当期変動額 

準備金から剰余金への振替 － △2,000 

当期変動額合計 － △2,000 

当期末残高 3,448 1,448 

その他資本剰余金 

前期末残高 1,239 13 

当期変動額 

準備金から剰余金への振替 － 2,000 

自己株式の処分 － △1 

自己株式の消却 △1,226 △1,138 

当期変動額合計 △1,226 859 

当期末残高 13 873 

資本剰余金合計 

前期末残高 4,688 3,461 

当期変動額 

自己株式の処分 － △1 

自己株式の消却 △1,226 △1,138 

当期変動額合計 △1,226 △1,140 

当期末残高 3,461 2,321 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 2,864 2,864 

当期末残高 2,864 2,864 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 203 190 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の積立 － 23 

固定資産圧縮積立金の取崩 △12 △15 

当期変動額合計 △12 8 

当期末残高 190 198 

固定資産圧縮特別勘定積立金 

前期末残高 － － 

当期変動額 

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － 320 

当期変動額合計 － 320 

当期末残高 － 320 
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(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) 

別途積立金 

前期末残高 15,285 16,785 

当期変動額 

別途積立金の積立 1,500 500 

当期変動額合計 1,500 500 

当期末残高 16,785 17,285 

繰越利益剰余金 

前期末残高 3,279 1,855 

当期変動額 

剰余金の配当 △871 △846 

別途積立金の積立 △1,500 △500 

当期純利益 934 1,117 

固定資産圧縮積立金の積立 12 △23 

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － △320 

固定資産圧縮積立金の取崩 － 15 

当期変動額合計 △1,424 △557 

当期末残高 1,855 1,297 

利益剰余金合計 

前期末残高 21,632 21,695 

当期変動額 

剰余金の配当 △871 △846 

当期純利益 934 1,117 

当期変動額合計 62 270 

当期末残高 21,695 21,966 

自己株式 

前期末残高 △2,426 △2,444 

当期変動額 

自己株式の取得 △1,244 △581 

自己株式の処分 － 22 

自己株式の消却 1,226 1,138 

当期変動額合計 △18 578 

当期末残高 △2,444 △1,865 

株主資本合計 

前期末残高 36,942 35,759 

当期変動額 

剰余金の配当 △871 △846 

当期純利益 934 1,117 

自己株式の取得 △1,244 △581 

自己株式の処分 － 20 

当期変動額合計 △1,182 △290 

当期末残高 35,759 35,469 
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(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) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 11,420 5,348 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△6,071 △3,414 

当期変動額合計 △6,071 △3,414 

当期末残高 5,348 1,934 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 1 △25 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△27 33 

当期変動額合計 △27 33 

当期末残高 △25 7 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 11,422 5,322 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△6,099 △3,380 

当期変動額合計 △6,099 △3,380 

当期末残高 5,322 1,941 

純資産合計 

前期末残高 48,364 41,082 

当期変動額 

剰余金の配当 △871 △846 

当期純利益 934 1,117 

自己株式の取得 △1,244 △581 

自己株式の処分 － 20 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,099 △3,380 

当期変動額合計 △7,281 △3,670 

当期末残高 41,082 37,411 
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該当事項はありません。 

  

(5) 重要な会計方針 

  

 
  

(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

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)

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

 ①子会社株式及び関連会社株式

   移動平均法による原価法

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

   決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差

額金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)

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

 ①子会社株式及び関連会社株式

   同左

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

   同左

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

  時価のないもの

   同左

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

  総平均法による低価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

   総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(会計方針の変更)

通常の販売目的で保有するたな卸資産について

は、従来、総平均法による低価法によっておりまし

たが、当期より「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)が適

用されたことに伴い、総平均による原価法(貸借対照

表価額は収益の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定)により算定しております。

当該変更により、営業利益及び経常利益は、それ

ぞれ168百万円、税引き前当期純利益は、382百万円

減少しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

 ①有形固定資産

   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。

   なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

   建物      ８～50年

   機械及び装置  ４～10年

(3) 固定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)

   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。

   なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

   建物      ８～50年

   機械及び装置  ４～10年

(会計方針の変更)

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号))に伴い、当事業年度から、平成19年４

月１日以降に取得したものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。
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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)

(追加情報)

当事業年度から、平成19年３月31日以前に取得し

たものについては、償却可能限度額まで償却が終了

した翌年から５年間で均等償却する方法によってお

ります。

当該変更に伴う損益に与える影響は、売上総利益

が230百万円、営業利益が233百万円、経常利益が

235百万円、税引前当期純利益が235百万円それぞれ

減少しております。

(追加情報)

当社は、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、当事

業年度より耐用年数を変更しております。

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。

 ②無形固定資産

   定額法によっております。ただし、ソフトウェア 

(自社利用分)については、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用しております。

 ②無形固定資産(リース資産を除く)

 ③リース資産

  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・リース取引に関するリ

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。

 ④長期前払費用

   定額法によっております。

 ④長期前払費用

   同左

(4) 引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

   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。

(4) 引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

   同左

 ②賞与引当金

   従業員に対する賞与の支給に備えて、過去の実績

に基づき実際支給見込額を計上しております。

 ②賞与引当金

   同左

 ③退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当期末における

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、過去勤務債務については、その

発生額を一括償却しております。数理計算上の差異

については、そ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(５年)による定額法により、翌

期から費用処理しております。

 ③退職給付引当金

   同左

 ④役員退職慰労引当金

   役員の退任による退職慰労金の支給に備えて、会

社内規による期末要支給額を計上しております。

 ④役員退職慰労引当金

―――――――
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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)

(追加情報)

平成19年６月28日開催の定時株主総会終結の時を

もって役員退職慰労金制度を廃止する決議を行って

おります。これに伴い、在任期間を対象とする退職

慰労金の打切り支給を当該総会にて決議しておりま

す。

なお、在任期間を対象とする退職慰労金相当額に

ついては長期未払金として固定負債に計上しており

ます。

(5) リース取引の処理方法

  リー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。

(5) リース取引の処理方法

―――――――

(6)ヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっております。為替予約が付さ

れている外貨建金銭債権債務については、振当処理を

行っております。

  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。

(6)ヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

   同左

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

  (ヘッジ手段)

為替予約取引

金利スワップ取引

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

  (ヘッジ手段)

同左

  (ヘッジ対象)

外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

借入金の利息

  (ヘッジ対象)

同左

 ③ヘッジ方針

  当社は、基本的に通常の営業取引の範囲内で、外貨

建金銭債権債務に係る為替相場の変動リスクを回避す

る目的で為替予約取引を行っております。また、借入

金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取

引を行っております。

 ③ヘッジ方針

   同左

 ④ヘッジ有効性評価の方法

  為替予約については、ヘッジ手段とヘッジ対象に関

する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始以降、継続

して相場変動を完全に相殺すると想定することができ

るため、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件

が同一であることを確認することにより、有効性の判

定に代えております。

  金利スワップについては、特例処理によっているた

め、有効性の評価を省略しております。

 ④ヘッジ有効性評価の方法

   同左

(7) その他財務諸表作成のための重要な事項 (7) その他財務諸表作成のための重要な事項

  消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

  消費税等の会計処理

   同左
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(6) 重要な事項の変更

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)

――――――― (リース取引に関する会計基準)

 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、「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))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))が適用されたことに

伴い、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。 

 なお、リース物件の所有権が借主に移転するものと認

められる以外のファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関す

る会計基準」の適用初年度開始前のリース取引について

は、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によ

っております。  

 

(表示方法の変更)

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)

(損益計算書) 

 前事業年度において特別損失の「固定資産除却売却

損」と表示しておりました「固定資産売却損」(前事業

年度12百万円)、「固定資産除却損」(前事業年度15百万

円)について、その内容をより明確に表示するため、当

事業年度より区分掲記しております。

(損益計算書)

―――――――

(追加情報)

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)

 平成18年８月10日開催の取締役会において下記の固定

資産譲渡に関する決議を行い、平成19年４月３日を譲渡

予定日としておりましたが、賃借人の退去が遅れた事か

ら譲渡日は平成20年４月２日となりました。なお、引渡

しの遅れにより当初の譲渡価額に変更が生じておりま

す。

 譲渡資産の内容

  ①所在地：東京都江戸川区平井７丁目

  ②譲渡内容

帳簿価額 譲渡価額 売却益

595百万円 1,350百万円 755百万円

―――――――
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

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)

※１ (担保資産) ※１ (担保資産)

   土地1,373百万円(帳簿価額)は退職金負担額439

百万円(長期未払金のうち219百万円、未払金のう

ち219百万円)の担保に供しております。

   土地1,373百万円(帳簿価額)は退職金負担額219

百万円(未払金のうち219百万円)の担保に供してお

ります。

※２ 有形固定資産から控除した減価償却累計額は次

のとおりであります。

※２ 有形固定資産から控除した減価償却累計額は次

のとおりであります。

資産の種類 減価償却累計額

 建物 7,251百万円

 構築物 1,205

 機械及び装置 30,257

 車両運搬具 80

 工具器具備品 3,136

 計 41,931百万円

資産の種類 減価償却累計額

建物 6,752百万円

構築物 1,230

機械及び装置 29,603

車両運搬具 72

工具器具備品 2,805

計 40,463百万円

 ※  (関係会社に対する資産及び負債)

    区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

 ※  (関係会社に対する資産及び負債)

    区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

売掛金 8,543百万円

支払手形 35百万円

買掛金 121百万円

未払費用 402百万円

売掛金 6,844百万円

支払手形 30百万円

買掛金 92百万円

未払費用 730百万円

 ※  (偶発債務)

   下記の関係会社の金融機関からの借入に対し債

務保証を行っております。  

 ※  (偶発債務)

   下記の関係会社の金融機関からの借入に対し債

務保証を行っております。  

  世界長㈱ 353百万円  世界長㈱ 250百万円

※ 輸出荷為替手形割引高 255百万円 ※ 輸出荷為替手形割引高 176百万円
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(損益計算書関係)

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)

※１ 固定資産売却益の内訳
建物 0百万円
土地 12

計 12百万円

※１ 固定資産売却益の内訳

土地 769百万円

計 769百万円

※２ 固定資産除却損の内訳
建物 8百万円
構築物 10
機械及び装置 9
車両運搬具 0
工具器具備品 0

計 28百万円

※２ 固定資産除却損の内訳
建物 51百万円
構築物 3
機械及び装置 107
車両運搬具 0
工具器具備品 17

計 181百万円

※３ 固定資産売却損の内訳
機械装置 2百万円
土地 3

計 5百万円

※４ 減損損失

 当事業年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しております。

用途 種類 場所

事業用 
資産

建物、構築物、機
械及び装置、車両
運搬具、工具器具
備品、建設仮勘定

茨 城 県 
龍ヶ崎市

※４ 減損損失

 当事業年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しております。

用途 種類 場所

事業用
資産

建物、構築物、機
械及び装置、車両
運搬具、工具器具
備品

茨 城 県 
龍ヶ崎市

(経緯)

 当社は、粘着製品事業(包装用布粘着テープ・

クラフトテープ)の事業用資産において収益性の

低下が生じ、短期的な業績回復が見込まれないと

の判断から「固定資産の減損に係る会計基準」に

基づき、当該各資産の帳簿価額を０円まで減額

し、当該減少額を減損損失(790百万円)として特

別損失に計上しております。

(経緯)

 当社は、カイロ事業の事業用資産において収益

性の低下が生じ、短期的な業績回復が見込まれな

いとの判断から「固定資産の減損に係る会計基

準」に基づき、当該各資産の帳簿価額を０円まで

減額し、当該減少額を減損損失(169百万円)とし

て特別損失に計上しております。

(減損損失の内訳) 

 減損損失の内訳は、建物195百万円、構築物７

百万円、機械及び装置570百万円、車両運搬具２

百万円、工具器具備品０百万円、建設仮勘定13百

万円であります。

(減損損失の内訳) 

 減損損失の内訳は、建物及び構築物29百万円、

機械装置及び運搬具139百万円、その他０百万円

であります。

(グルーピングの方法)

 当社は、主に継続的に収支の把握を行っている

管理計算上の区分別(製品群別)に資産をグルーピ

ングしております。ただし、賃貸不動産及び遊休

資産については、個別物件毎に概ね独立したキャ

ッシュ・フローを生み出す 小の単位としてグル

ーピングをしております。

(グルーピングの方法)

 当社は、主に継続的に収支の把握を行っている

管理計算上の区分別(製品群別)に資産をグルーピ

ングしております。ただし、賃貸不動産及び遊休

資産については、個別物件毎に概ね独立したキャ

ッシュ・フローを生み出す 小の単位としてグル

ーピングをしております。

(回収可能価額の算定方法)

 当該資産グループの建物、構築物、機械及び装

置、車両運搬具、工具器具備品、建設仮勘定の回

収可能価額は使用価値により算定しております。

(回収可能価額の算定方法)

 当該資産の建物及び構築物、機械装置及び運搬

具、その他資産の回収可能価額は使用価値により

算定しております。

 ※  各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

 

 ※  各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

製品及び商品売上高 12,498百万円
当期商品仕入高 
受取配当金

3,670百万円 
230百万円

不動産賃貸料 110百万円

製品及び商品売上高 12,640百万円
当期商品仕入高 
受取配当金

3,997百万円 
95百万円

不動産賃貸料 96百万円
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  主に市場買付による増加       3,263,000株 

  単元未満株式の買取りによる増加  42,377株 

 減少数の内訳は、次のとおりであります。 

  自己株式の消却による減少   3,200,000株 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  主に市場買付による増加         1,421,000株 

  単元未満株式の買取りによる増加   117,543株 

 減少数の内訳は、次のとおりであります。 

  自己株式の消却による減少    3,000,000株 

  単元未満株式の売渡による減少    59,650株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 6,382,149 3,305,377 3,200,000 6,487,526

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 6,487,526 1,538,543 3,059,650 4,966,419
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(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

リース取引関係、税効果会計関係、有価証券関係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致します。 

  

(１株当たり情報)

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)

１株当たり純資産額 361.93円

１株当たり当期純利益 8.10円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

１株当たり純資産額 333.94円

１株当たり当期純利益 9.93円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

項目
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)

１株当たり当期純利益

 損益計算書上の
 当期純利益(百万円)

934 1,117

 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
 (百万円)

934 1,117

 普通株式の期中平均株式数(千株) 115,365 112,581

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益の算
定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類(新株予約権
の数2,190個)

新株予約権１種類(新株予約権
の数1,902個)

(重要な後発事象)

(開示の省略)

６. その他

  役員の異動

  役員の異動に関しましては、本日付けで別途開示しております。
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