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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 16,377 31.4 △294 ― △924 ― △1,024 ―
23年3月期第3四半期 12,465 54.1 △734 ― △1,048 ― △1,149 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △1,449百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1,415百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 △23.08 ―
23年3月期第3四半期 △25.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 27,461 6,491 23.6
23年3月期 28,616 7,941 27.8
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  6,491百万円 23年3月期  7,941百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
24年３月期の１株当たり配当予想額は、現時点では未定であります。 

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

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 24,000 31.5 800 ― 500 ― 300 ― 6.76



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 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、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な
要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期決算に関する
定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
２．24年３月期の配当予想につきましては、今後の業績動向等を見極めつつ検討したいと考えており、現時点では未定であります。予想額の開示が可能になった
時点で速やかに開示いたします。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 47,178,956 株 23年3月期 47,178,956 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 2,812,057 株 23年3月期 2,807,136 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 44,368,778 株 23年3月期3Q 44,384,719 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響及び急激な円高やタイにおける洪水被

害など、景気に対する懸念材料も多くみられましたが、企業の生産活動が正常に向かうなど、総じて緩やかな回

復基調となっております。 

海外におきましても、アジアを中心とした新興国の経済成長にささえられ、概ね堅調に推移しましたが、中国

経済には減速傾向がみられ、米国では失業率が高止まり、欧州では金融不安が続くなど、世界経済の先行きは不

透明な状況が続いております。 

このような状況の中で、当社グループは、様々な顧客ニーズに対応した製品の開発、海外市場に対する販売強

化、変動費の圧縮に取り組んでまいりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比31.4％増の16,377百万円になり、経常損失は924

百万円（前年同期は経常損失1,048百万円）、四半期純損失は1,024百万円（前年同期は四半期純損失1,149百万

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３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して1,155百万円減少し27,461百万円とな

りました。主な要因は、たな卸資産が1,362百万円、受取手形及び売掛金が520百万円増加した一方で、現金及び

預金が2,367百万円、有形固定資産が840百万円減少したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して294百万円増加し20,969百万円と

なりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が1,239百万円増加した一方で、短期借入金が661百万円、賞与引

当金が104百万円減少したことよるものであります。 

また、純資産は、前連結会計年度末と比較して1,450百万円減少し6,491百万円となりました。主な要因は、四

半期純損失1,024百万円及び円高に伴う為替換算調整勘定の減少395百万円によるものであります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の27.8％から23.6％となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の経済見通しにつきましては、新興国における経済成長の減速や長引く円高の影響等により、本格的な回

復への懸念材料は払拭されておらず、不透明な市場環境が続くものと予想されます。 

このような中で当社グループは、様々な顧客ニーズに対応した製品開発を迅速に進め、経済成長が見込まれる

海外市場への販売活動を強化してまいります。 

また、内製化率の向上及び変動費・固定費の圧縮を実行して収益性の向上に努めてまいります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

- 2 -

㈱岡本工作機械製作所（6125）  平成24年３月期 第３四半期決算短信



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,648 3,280

受取手形及び売掛金 5,068 5,589

商品及び製品 1,285 1,487

仕掛品 3,125 4,047

原材料及び貯蔵品 2,386 2,624

その他 358 557

貸倒引当金 △60 △52

流動資産合計 17,811 17,534

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,373 3,952

その他（純額） 5,264 4,843

有形固定資産合計 9,637 8,796

無形固定資産 133 119

投資その他の資産   

投資有価証券 347 301

その他 708 730

貸倒引当金 △21 △20

投資その他の資産合計 1,035 1,010

固定資産合計 10,805 9,926

資産合計 28,616 27,461

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,613 3,852

短期借入金 9,356 8,695

1年内返済予定の長期借入金 3,464 3,576

未払法人税等 144 76

賞与引当金 166 61

その他 1,325 1,140

流動負債合計 17,071 17,402

固定負債   

長期借入金 2,132 2,177

退職給付引当金 1,032 1,009

資産除去債務 78 79

その他 359 300

固定負債合計 3,603 3,567

負債合計 20,675 20,969
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,880 4,880

利益剰余金 6,209 5,185

自己株式 △1,342 △1,343

株主資本合計 9,747 8,722

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39 9

為替換算調整勘定 △1,844 △2,240

その他の包括利益累計額合計 △1,805 △2,230

純資産合計 7,941 6,491

負債純資産合計 28,616 27,461
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 12,465 16,377

売上原価 9,550 12,977

売上総利益 2,915 3,400

販売費及び一般管理費 3,650 3,694

営業損失（△） △734 △294

営業外収益   

受取利息 3 4

受取配当金 8 4

物品売却益 9 14

保険解約返戻金 94 －

その他 61 29

営業外収益合計 178 53

営業外費用   

支払利息 246 222

為替差損 163 381

その他 81 79

営業外費用合計 491 683

経常損失（△） △1,048 △924

特別利益   

固定資産売却益 24 4

貸倒引当金戻入額 3 －

特別利益合計 27 4

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 42 －

特別損失合計 42 －

税金等調整前四半期純損失（△） △1,063 △919

法人税等 86 104

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,149 △1,024

四半期純損失（△） △1,149 △1,024
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,149 △1,024

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 57 △29

為替換算調整勘定 △323 △395

その他の包括利益合計 △265 △425

四半期包括利益 △1,415 △1,449

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,415 △1,449
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該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。  

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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