
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 岡本工作機械製作所 上場取引所 東 
コード番号 6125 URL http://www.okamoto.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 西本 實男
問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務部長 （氏名） 高橋 正弥 TEL 045-477-5231
四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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

24年3月期第1四半期 4,278 13.3 △397 ― △578 ― △576 ―
23年3月期第1四半期 3,774 128.6 △362 ― △461 ― △515 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △692百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △733百万円 （―％）

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1四半期 △13.00 ―
23年3月期第1四半期 △11.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 27,597 7,249 26.3
23年3月期 28,616 7,941 27.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  7,249百万円 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、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 11,000 29.5 300 ― 150 ― 30 ― 0.68
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1Q 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1Q 2,808,558 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1Q 44,370,941 株 23年3月期1Q 44,388,295 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四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に伴う生産活動の低下や円高の進行など

により、総じて厳しい状況下で推移したものの、期の後半には、徐々に持ち直しの動きも見られました。 

海外におきましては、米国経済は緩やかに回復し、欧州では国ごとにばらつきが窺えるものの概ね持ち直し、ア

ジア地域では引き続き拡大基調を維持しました。 

このような状況の中で当社グループは、顧客の幅広いニーズに対応した製品の開発や海外市場への積極的な販売

活動、内製化率の向上、徹底したコストの削減を図り、収益性の向上に努めてまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は前年同期比13.3％増の4,278百万円、経常損失は578百万円

（前年同期は経常損失461百万円）、四半期純損失は576百万円（前年同期は四半期純損失515百万円）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1,019百万円減少し、27,597百万円とな

りました。主な要因は、たな卸資産が771百万円増加した一方で、現金及び預金が1,147百万円、受取手形及び売掛

金が467百万円、有形固定資産が301百万円減少したことによるものであります。 

 当第１四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326百万円減少し、20,348百万円と

なりました。主な要因は、短期借入金と長期借入金が合計で155百万円、未払法人税等が121百万円減少したことよ

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692百万円減少し、7,249百万円となりました。主な要因は、四半

期純損失576百万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26.3％となりました。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  今後の経済動向につきましては、中国をはじめとしたアジア諸国を中心に、総じて持ち直しの基調が持続するも

のと思われますが、東日本大震災や欧州での金融不安などの影響が懸念されるなど、依然として不透明な市場環境

が予想されます。 

 このような中で当社グループは、太陽光発電やLEDを始めとする環境・エネルギー分野や、シリコン研削の新技

術を取り入れた新製品の開発、販売を推し進め、さらに操作性向上を目指した製品群の提供に努めるなど、ライン

ナップの充実を図ってまいります。 

 また、これらの製品を、幅広い業種を対象に展開してゆくと共に、徹底したコスト削減に加え、内製化率を高め

るなど、利益確保に向けた諸施策を実施し、収益性の向上に努めてまいります。 

  平成24年３月期第２四半期（累計）及び同通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日付「平成23年

３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」にて公表いたしました連結業績予想に変更はございません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,648 4,500

受取手形及び売掛金 5,068 4,600

商品及び製品 1,285 1,419

仕掛品 3,125 3,551

原材料及び貯蔵品 2,386 2,597

その他 358 485

貸倒引当金 △60 △53

流動資産合計 17,811 17,102

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,373 4,235

その他（純額） 5,264 5,100

有形固定資産合計 9,637 9,336

無形固定資産 133 128

投資その他の資産   

投資有価証券 347 341

その他 708 709

貸倒引当金 △21 △21

投資その他の資産合計 1,035 1,030

固定資産合計 10,805 10,494

資産合計 28,616 27,597

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,613 2,677

短期借入金 9,356 9,222

1年内返済予定の長期借入金 3,464 3,478

未払法人税等 144 22

賞与引当金 166 115

その他 1,325 1,296

流動負債合計 17,071 16,813

固定負債   

長期借入金 2,132 2,097

退職給付引当金 1,032 1,031

資産除去債務 78 78

その他 359 327

固定負債合計 3,603 3,535

負債合計 20,675 20,348
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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１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,880 4,880

利益剰余金 6,209 5,632

自己株式 △1,342 △1,342

株主資本合計 9,747 9,170

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39 35

為替換算調整勘定 △1,844 △1,956

その他の包括利益累計額合計 △1,805 △1,921

純資産合計 7,941 7,249

負債純資産合計 28,616 27,597
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,774 4,278

売上原価 2,969 3,517

売上総利益 805 760

販売費及び一般管理費 1,167 1,158

営業損失（△） △362 △397

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 3 2

物品売却益 3 4

未払配当金除斥益 2 4

保険解約返戻金 91 －

その他 22 6

営業外収益合計 125 19

営業外費用   

支払利息 82 75

為替差損 121 95

その他 20 30

営業外費用合計 224 201

経常損失（△） △461 △578

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3 －

特別利益合計 3 －

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（△） △500 △578

法人税等 15 △1

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △515 △576

四半期純損失（△） △515 △576
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（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △515 △576

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 26 △3

為替換算調整勘定 △244 △111

その他の包括利益合計 △217 △115

四半期包括利益 △733 △692

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △733 △692
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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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