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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 91,182 0.0 △2,260 ― 1,561 ― △1,296 ―
25年3月期第1四半期 91,149 8.7 △2,200 ― △3,329 ― △4,101 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △2,227百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △2,324百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △1.78 ―
25年3月期第1四半期 △5.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 337,322 53,208 15.6
25年3月期 349,322 56,625 16.1
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  52,662百万円 25年3月期  56,072百万円

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  
平成26年3月期の配当につきましては、業績等を考慮して今後決定する予定です。また、上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行
する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、３ページ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 194,500 0.5 1,500 ― △500 ― △2,500 ― △3.43
通期 460,000 0.9 22,000 63.3 19,000 △6.4 11,500 △15.4 14.42



(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き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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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およ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異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３
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」をご覧ください。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法） 
当社は、平成25年８月１日（木）に機関投資家向け決算説明会を開催いたします。説明会資料は、本第１四半期決算短信と同時にTDNetで開示しており、同日当
社ホームページにも掲載する予定です。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 731,438,670 株 25年3月期 731,438,670 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,477,154 株 25年3月期 3,465,556 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 727,964,386 株 25年3月期1Q 730,817,780 株



   
 

   

 

 

（参考） 

種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

１株当たり配当金 Ａ種優先株式 

（基準日） 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

25 年３月期 － 0.00 － 34,410.00 34,410.00

26 年３月期 －  

26 年３月期（予想）  0.00 － 33,490.00 33,490.00
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（１）経営成績に関する説明 

①当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年６月30日）の概況 

 当第１四半期連結累計期間（平成26年３月期第１四半期）の世界経済は、全体としては景気の

停滞が続くものの、一部に回復傾向が見られました。欧州では、債務問題等の影響から減速が続

き、新興国でも、景気の減速傾向が明らかとなりました。一方、米国では、個人消費を中心に穏

やかに回復が続いており、国内経済も、円安の効果などにより輸出が増加し、生産活動や雇用に

改善が見られ、景気に持ち直しの動きが見られました。 

 このような事業環境の下、ＯＫＩグループの業況は、情報通信システム事業が堅調な一方、プ

リンタ市況悪化の影響などもあり、売上高は912億円（前年同期比１億円、0.04％増加）となりま

した。営業損失は、物量減や価格下落などの影響はあるものの、プリンタの事業構造改革などに

よる固定費等の削減によりほぼ前年並みの23億円（同１億円悪化）となりました。 

 経常利益は為替差益の発生もあり16億円（同49億円良化）となりました。また、四半期純損失

は、プリンタの事業構造改革費用を計上したことなどから13億円（同28億円良化）となりまし

た。  

  

②事業別の状況 

＜情報通信システム事業＞ 

 外部顧客に対する売上高は、514億円（前年同期比４億円、0.7％増加）となりました。円安に

よる増収影響が17億円となり、影響を除くと13億円の減収となりました。ソリューション＆サー

ビスでは、ＳＩ案件は堅調であるものの、サービス案件が減少したことなどにより減収となりま

した。一方、通信システムは、企業ＮＷや保守・工事などが堅調で増収、社会システムは、一部

官公庁向けシステムの増加により増収となりました。メカトロシステムは、中国向けＡＴＭの一

部期ズレが発生したものの、全体としてはほぼ前年並みとなりました。 

 営業利益は、物量減に伴う限界利益の減少および機種構成差、固定費等の増加などにより５億

円（同９億円減少）となりました。  

  

＜プリンタ事業＞ 

 外部顧客に対する売上高は、280億円（前年同期比５億円、1.6％減少）となりました。円安に

よる増収影響が41億円となり、影響を除くと46億円の減収となりました。 

 商品別の状況では、オフィス向けカラーＬＥＤプリンタおよびモノクロＬＥＤプリンタは、販

売戦略を見直し注力機種を絞り込んだことに加え、カラーＬＥＤプリンタ市場の市況悪化によ

り、販売台数が減少しました。ドットインパクトプリンタでは、販売台数がやや減少しました

が、概ね前年並みとなりました。 

 営業損失は、事業構造改革や輸送費の削減などによる固定費等の削減により、物量減や価格下

落の影響を吸収して19億円（同11億円良化）となりました。 

  

＜ＥＭＳ事業、その他＞ 

 外部顧客に対する売上高はＥＭＳ事業で78億円（前年同期比11億円、15.8％増加）、その他の

事業で40億円（同９億円、19.5％減少）となりました。ＥＭＳ事業では、通信機器市場や医療機

器市場での新規案件獲得に加え、ＯＫＩ田中サーキット(株)の新規連結により増収となりまし

た。その他の事業では、アミューズメント市場の需要減速などにより減収となりました。 

 営業利益は、ＥＭＳ事業で０億円（同１億円減少）、その他の事業では、５億円（同２億円減

少）となりました。  
   

   

（２）財政状態に関する説明 

①当第１四半期連結会計期間末における資産、負債、純資産等の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に対して120億円減少の3,373億円

となりました。自己資本は、四半期純損失を13億円計上したことおよび優先配当を10億円実施し

たこと等により、前連結会計年度末に対して34億円減少の527億円となりました。その結果、自己

資本比率は15.6％となりました。 

 資産の増減の主なものは、流動資産で受取手形及び売掛金が391億円減少する一方、現金及び預

金が97億円、有価証券が50億円、たな卸資産が126億円それぞれ増加しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 負債は86億円減少しており、減少の主なものは、支払手形及び買掛金の62億円です。なお、借

入金は、長期借入金の返済を主に短期借入により調達したことにより、前連結会計年度末1,205億

円に対して３億円増加し、1,208億円となりました。 

  

②当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に運転資金が改善した

ことにより、168億円の収入（前年同期13億円の支出）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得等により18億円の支

出（同37億円の支出）となりました。 

 この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローとをあわ

せたフリー・キャッシュ・フローは150億円の収入（同50億円の支出）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済を主に短期借入により調達したこと

および優先配当の実施により、10億円の支出（同４億円の支出）となりました。 

 その結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末の359億

円から505億円となりました。   
   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間の業績は、概ね想定どおり推移いたしました。従いまして、現時点

における業績見通しは、第２四半期連結累計期間、通期とも期初計画（５月９日公表）どおりと

いたします。 

  

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 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 

およ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 

異なる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因としては、市 

場の動向、原材料の高騰、急激な為替変動、災害等による影響などがあります。なお、業績に 

影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
（平成25年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,904 39,566

受取手形及び売掛金 123,886 84,816

有価証券 6,502 11,501

製品 31,215 32,167

仕掛品 18,856 28,300

原材料及び貯蔵品 24,890 27,167

その他 19,338 18,688

貸倒引当金 △7,600 △8,088

流動資産合計 246,994 234,121

固定資産   

有形固定資産 57,829 57,545

無形固定資産 7,655 7,277

投資その他の資産 36,843 38,378

固定資産合計 102,328 103,201

資産合計 349,322 337,322

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 63,416 57,248

短期借入金 75,192 77,098

引当金 2,400 2,514

その他 56,121 52,269

流動負債合計 197,129 189,130

固定負債   

長期借入金 45,332 43,697

退職給付引当金 19,823 20,037

役員退職慰労引当金 386 322

その他 30,025 30,925

固定負債合計 95,567 94,984

負債合計 292,697 284,114
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
（平成25年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 44,000 44,000

資本剰余金 21,554 21,554

利益剰余金 △7,788 △10,273

自己株式 △399 △401

株主資本合計 57,366 54,879

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,192 3,474

繰延ヘッジ損益 △656 △560

為替換算調整勘定 △2,829 △5,130

その他の包括利益累計額合計 △1,293 △2,216

新株予約権 79 79

少数株主持分 473 466

純資産合計 56,625 53,208

負債純資産合計 349,322 337,322
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年６月30日）

 当第１四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年６月30日）

売上高 91,149 91,182

売上原価 66,676 70,002

売上総利益 24,473 21,179

販売費及び一般管理費 26,674 23,439

営業損失（△） △2,200 △2,260

営業外収益   

受取利息 48 22

受取配当金 284 468

為替差益 － 3,921

雑収入 385 309

営業外収益合計 717 4,722

営業外費用   

支払利息 826 639

為替差損 870 －

雑支出 149 261

営業外費用合計 1,846 900

経常利益又は経常損失（△） △3,329 1,561

特別利益   

投資有価証券売却益 135 －

特別利益合計 135 －

特別損失   

固定資産処分損 131 57

投資有価証券評価損 264 －

事業構造改善費用 － 1,531

特別損失合計 396 1,589

税金等調整前四半期純損失（△） △3,590 △28

法人税、住民税及び事業税 233 484

法人税等調整額 260 797

法人税等合計 493 1,281

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △4,084 △1,309

少数株主利益又は少数株主損失（△） 17 △12

四半期純損失（△） △4,101 △1,296

ＯＫＩ　６７０３　平成26年３月期　第１四半期決算短信

－ 6 －



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年６月30日）

 当第１四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年６月30日）

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △4,084 △1,309

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △509 1,257

繰延ヘッジ損益 274 95

為替換算調整勘定 1,999 △2,294

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 23

その他の包括利益合計 1,759 △917

四半期包括利益 △2,324 △2,227

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,333 △2,220

少数株主に係る四半期包括利益 8 △6

ＯＫＩ　６７０３　平成26年３月期　第１四半期決算短信

－ 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１四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年６月30日）

 当第１四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25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損失（△） △3,590 △28

減価償却費 2,821 3,395

引当金の増減額（△は減少） 2,984 △90

受取利息及び受取配当金 △332 △491

支払利息 826 639

投資有価証券評価損益（△は益） 264 －

固定資産処分損益（△は益） 111 56

売上債権の増減額（△は増加） 21,580 44,303

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,008 △10,957

仕入債務の増減額（△は減少） △2,962 △11,484

未払費用の増減額（△は減少） △7,618 △6,500

その他 1,820 △1,362

小計 △2,100 17,479

利息及び配当金の受取額 317 489

利息の支払額 △510 △385

保険金の受取額 2,582 691

法人税等の支払額 △1,626 △1,448

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,338 16,825

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △2,000 －

有形固定資産の取得による支出 △2,039 △1,735

その他の支出 △371 △415

その他の収入 739 316

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,671 △1,834

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） 3,386 1,552

長期借入れによる収入 200 －

長期借入金の返済による支出 △2,533 △2,047

セール・アンド・リースバックによる収入 590 1,067

リース債務の返済による支出 △737 △562

配当金の支払額 △1,321 △1,032

その他 △7 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △422 △1,024

現金及び現金同等物に係る換算差額 492 399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,940 14,366

現金及び現金同等物の期首残高 74,996 35,894

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,426 32

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

29 235

現金及び現金同等物の四半期末残高 71,512 50,529
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  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日  至 平成24年６月30日） 

    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 

  （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、用役提供、その他機器商品の製

造及び販売を行っております。  

２．セグメント利益又は損失の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 百万円、各報

告セグメントに配分していない全社費用 百万円及び固定資産の調整額 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及び研究開発費でありま

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損失と調整を行っております。 

     

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日  至 平成25年６月30日） 

    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  

  （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業であり、用役提供、その他機器商品の製

造及び販売を行っております。  

２．セグメント利益又は損失の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 百万円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用 百万円及び固定資産の調整額 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及び研究開発費であります。 

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損失と調整を行っております。 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

                                        （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 

情報通信 
システム 

プリンタ ＥＭＳ 計 

売上高                 

外部顧客への売

上高 
 51,045  28,483  6,708  86,238  4,911  91,149  －  91,149

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 580  1,293  23  1,897  5,275  7,173  △7,173  －

計  51,626  29,777  6,732  88,135  10,187  98,323  △7,173  91,149

セグメント利益 

又は損失（△） 
 1,356  △3,025  70  △1,598  748  △849  △1,351  △2,200

△1,351 △41

△1,263 △46

                                        （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 

情報通信 
システム 

プリンタ ＥＭＳ 計 

売上高                 

外部顧客への売

上高 
 51,417  28,041  7,769  87,227  3,954  91,182  －  91,182

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 1,204  1,036  16  2,257  5,147  7,405  △7,405  －

計  52,621  29,078  7,786  89,485  9,101  98,587  △7,405  91,182

セグメント利益 

又は損失（△） 
 497  △1,874  △34  △1,410  531  △878  △1,381  △2,260

△1,381 2

△1,364 △19
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