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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 31,569 4.2 1,539 △13.7 1,508 △23.7 932 △24.0
22年3月期第2四半期 30,306 △17.4 1,783 59.5 1,976 18.0 1,226 △11.1

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

23年3月期第2四半期 8.43 ―
22年3月期第2四半期 10.97 ―

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

23年3月期第2四半期 68,308 38,743 56.7 351.72
22年3月期 69,186 39,912 57.7 358.70

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  38,743百万円 22年3月期  39,912百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50
23年3月期 ― 3.75
23年3月期 

（予想）
― 3.75 7.50

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 67,000 4.5 3,000 △21.5 3,400 △18.1 2,000 △27.3 18.11



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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大きく異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 116,996,839株 22年3月期  116,996,839株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  6,842,135株 22年3月期  5,727,755株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 110,632,513株 22年3月期2Q 111,880,523株



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………P.2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………P.2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………P.2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………P.3 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………P.4 

(1) 重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………P.4 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………P.4 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………P.4 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………P.5 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………P.5 

(2) 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………P.7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………P.8 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………P.9 

(5) セグメント情報 ………………………………………………………………………P.9 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………P.9 

  

○添付資料の目次

オカモト㈱（5122）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

-　1　-



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前年度より続いた緩やかな回復基調も急激な円高

の進行と株安で、景気の先行きに不透明感が強くなっております。また、景気を牽引する企業の収益

は、厳しい所得環境のもと節約志向が根強く消費が低迷し、設備投資の水準は低く厳しい状況が続いて

おります。 

 このような状況下、当社グループは引き続き新商品の開発、合理化及び経費削減に取組んでまいりま

したが、デフレ傾向における製品安と原材料価格の上昇が収益の圧迫要因となっております。 

 結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、315億69百万円（前年同期比4.2％増）、営業利益は15

億39百万円（前年同期比13.7％減）、経常利益は15億８百万円（前年同期比23.7％減）、純利益では９

億32百万円（前年同期比24.0％減）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

一般用フィルムは、在庫調整が一巡し産業用の販売が堅調で売上増になりました。農業フィルムは、

原材料高騰による値上げによる受注の前倒しで販売が上向き売上増になりました。壁紙は、住宅着工件

数が引き続き低迷し、加えて建築単価の下落による販売単価の下落で売上減となりました。フレキシブ

ルコンテナーは、合成樹脂向けの需要の回復により売上増となりました。自動車内装材は、エコカー減

税効果による国内での自動車生産が堅調だったこと、また欧米向けも堅調だったことにより売上増とな

りました。粘着テープは、海外からの安価品流入による市場価格の低迷により売上減となりました。食

品用包装ラップ等は、猛暑の影響により青果の高騰を受け消費量が減少し売上減となりました。食品保

存用ピチット製品は、不漁による漁獲高の減少を受け輸送向け商品が減少し売上減になりました。 

 以上により、当セグメントの売上高は192億23百万円、セグメント利益は12億32百万円となりまし

た。 

コンドームは、市場が縮小するなか新商品を投入したものの、販売単価の下落傾向で、売上は微減と

なりました。除湿剤は、早期の販売促進効果により売上増となりました。メディカル製品は、市場の販

売単価の下落も重なって売上減となりました。手袋は、一般用・食品用・産業用とも需要低迷により売

上減となりました。シューズは、ＯＥＭ向けの不振により売上減となりました。ブーツ・雨衣類は、春

先からの天候に左右されましたが、期初からの拡販施策が功を奏し売上は微増となりました。 

 以上により、当セグメントの売上高は123億45百万円、セグメント利益は11億９百万円となりまし

た。 

当セグメントの売上高は０百万円、セグメント損失は29百万円となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は683億８百万円で、前連結会計年度末と比べ８億78百

万円減少しております。 

 流動資産は412億48百万円で、前連結会計年度末と比べ13億62百万円の増加となりました。これは主

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

① 産業用製品

② 生活用品

③ その他

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産
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として、現金及び預金８億38百万円、たな卸資産全体で16億42百万円が増加し、受取手形及び売掛金が

13億55百万円減少したことによるものです。 

 固定資産は270億59百万円で、前連結会計年度末と比べ22億40百万円の減少となりました。これは主

として、投資有価証券が20億55百万円減少したことによるものです。 

当第２四半期連結会計期間末における総負債は295億64百万円で、前連結会計年度末と比べ２億91百

万円増加しております。 

 流動負債は219億18百万円で、前連結会計年度末と比べ10億88百万円の増加となりました。これは主

として、支払手形及び買掛金14億80百万円が増加し、未払法人税等５億15百万円が減少したことによる

ものです。 

 固定負債は76億46百万円で、前連結会計年度末と比べ７億97百万円減少しております。これは主とし

て、その他が８億81百万円減少したことによるものです。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は387億43百万円で、前連結会計年度末と比べ11億69百

万円減少しております。 

 これは主として自己株式が３億68百万円増加し、その他有価証券評価差額金が12億13百万円減少した

ことによるものです。 

  

連結業績予想につきましては、 近の決算短信（平成22年５月13日発表）により開示を行った業績予

想から変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

② 負債

③ 純資産

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率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。 

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。 

  

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10

日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成

20年３月10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令５号）を適用し、「少数株主損益調整

前四半期純利益」の科目を表示しております。 

前第２四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に独立掲記しておりま

した「短期借入による収入」（当第２四半期連結累計期間1,120百万円）及び「短期借入金の返済によ

る支出」（当第２四半期連結累計期間1,117百万円）は、第１四半期連結累計期間より「短期借入金の

純増減額」として表示しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

簡便な会計処理

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

会計処理基準に関する事項の変更

(1)「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

(2)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

表示方法に関する事項の変更

（四半期連結損益計算書関係）

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

オカモト㈱（5122）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

-　4　-



3. 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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,452 10,613

受取手形及び売掛金 18,191 19,547

商品及び製品 7,456 6,321

仕掛品 1,213 943

原材料及び貯蔵品 1,351 1,114

その他 1,613 1,395

貸倒引当金 △31 △50

流動資産合計 41,248 39,886

固定資産

有形固定資産 16,032 16,148

無形固定資産 480 543

投資その他の資産

投資有価証券 9,778 11,833

その他 793 798

貸倒引当金 △25 △23

投資その他の資産合計 10,546 12,608

固定資産合計 27,059 29,300

資産合計 68,308 69,186
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,881 14,400

短期借入金 1,120 1,117

未払法人税等 477 993

賞与引当金 788 730

その他 3,651 3,588

流動負債合計 21,918 20,830

固定負債

社債 1,500 1,500

長期借入金 1,000 1,000

退職給付引当金 2,989 2,905

その他 2,156 3,037

固定負債合計 7,646 8,443

負債合計 29,564 29,273

純資産の部

株主資本

資本金 13,047 13,047

資本剰余金 2,232 2,232

利益剰余金 23,823 23,309

自己株式 △2,541 △2,172

株主資本合計 36,563 36,416

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,641 3,854

繰延ヘッジ損益 △21 14

為替換算調整勘定 △440 △373

評価・換算差額等合計 2,179 3,495

純資産合計 38,743 39,912

負債純資産合計 68,308 69,186
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 30,306 31,569

売上原価 22,415 23,571

売上総利益 7,891 7,998

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 1,515 1,502

その他の販売費 1,225 1,354

給料及び賞与 1,374 1,536

賞与引当金繰入額 270 296

退職給付引当金繰入額 67 75

貸倒引当金繰入額 3 －

その他の一般管理費 1,651 1,693

販売費及び一般管理費合計 6,108 6,458

営業利益 1,783 1,539

営業外収益

受取利息 4 8

受取配当金 202 206

不動産賃貸料 148 187

負ののれん償却額 72 10

その他 63 33

営業外収益合計 492 445

営業外費用

支払利息 36 34

不動産賃貸費用 57 79

為替差損 153 337

その他 51 25

営業外費用合計 298 476

経常利益 1,976 1,508

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 6 －

貸倒引当金戻入額 － 15

特別利益合計 7 15

特別損失

固定資産除却損 8 54

減損損失 54 －

投資有価証券売却損 － 15

投資有価証券評価損 60 －

その他 3 －

特別損失合計 126 70

税金等調整前四半期純利益 1,856 1,454

法人税、住民税及び事業税 569 501

法人税等調整額 60 21

法人税等合計 629 522

少数株主損益調整前四半期純利益 － 932

四半期純利益 1,226 932

オカモト㈱（5122）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

-　7　-



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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 1,856 1,454

減価償却費 1,116 1,200

減損損失 54 －

負ののれん償却額 △72 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） 14 58

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43 △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 84

受取利息及び受取配当金 △207 △214

支払利息 36 34

為替差損益（△は益） 16 43

持分法による投資損益（△は益） △14 △11

投資有価証券売却損益（△は益） △6 15

投資有価証券評価損益（△は益） 60 －

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 8 54

売上債権の増減額（△は増加） 1,570 1,316

たな卸資産の増減額（△は増加） △717 △1,661

その他の資産の増減額（△は増加） △12 △145

仕入債務の増減額（△は減少） △811 1,557

その他の負債の増減額（△は減少） △381 △89

その他 △6 △37

小計 2,465 3,631

利息及び配当金の受取額 206 214

利息の支払額 △36 △34

法人税等の支払額 △120 △983

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,515 2,827

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 △105 △455

定期預金の払戻による収入 105 205

有形及び無形固定資産の取得による支出 △799 △1,068

有形及び無形固定資産の売却による収入 0 0

投資有価証券の取得による支出 △6 △9

投資有価証券の売却による収入 49 19

その他 △80 △43

投資活動によるキャッシュ・フロー △836 △1,351

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 1,362 －

短期借入金の返済による支出 △2,003 －

短期借入金の純増減額（△は減少） － 2

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 △24 △371

配当金の支払額 △418 △416

その他 △51 △58

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,135 △843

現金及び現金同等物に係る換算差額 33 △43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 576 588

現金及び現金同等物の期首残高 8,665 10,408

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,241 10,997
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ内の物流事業等

を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△772百万円には、セグメント間取引消去７百万円、各報告

セグメントに配分していない全社費用△779百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費等であります。 

３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

（追加情報）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額 
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３産業用製品 生活用品 計

売上高

外部顧客への売上高 19,223 12,345 31,569 0 31,569 ― 31,569

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

6 410 417 1,424 1,841 △1,841 ―

計 19,230 12,756 31,986 1,424 33,411 △1,841 31,569

セグメント利益又は損失(△) 1,232 1,109 2,342 △29 2,312 △772 1,539

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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