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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 53,656 3.4 3,151 30.0 3,803 35.6 2,314 38.3
24年3月期第3四半期 51,870 1.9 2,423 △21.6 2,804 △8.7 1,673 △14.1

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 2,664百万円 （350.3％） 24年3月期第3四半期 591百万円 （△55.4％）

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

25年3月期第3四半期 22.27 ―
24年3月期第3四半期 15.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 70,261 39,895 56.8
24年3月期 69,008 38,550 55.9
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  39,895百万円 24年3月期  38,550百万円

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  
 

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

24年3月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50
25年3月期 ― 3.75 ―
25年3月期（予想） 3.75 7.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 70,500 2.5 3,000 17.5 3,200 6.3 1,900 24.4 18.12



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 108,996,839 株 24年3月期 108,996,839 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 5,876,144 株 24年3月期 4,153,859 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 103,923,753 株 24年3月期3Q 106,671,480 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要等を背景にゆるやか

に回復傾向がみられたものの、長期化する欧州の債務問題や中国経済の減速に伴う輸出や生産の減少、

円高の長期化や個人消費の低迷など企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。 

このような状況下で当社グループは、国内での営業力の更なる強化に努め、製造コストと営業経費の

削減に引き続き注力し、売上高の伸長が大きく望めない環境下でも営業利益を確保できる体制作りに邁

進してまいりました。 

結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は536億56百万円(前年同期比3.4％増)、営業利益は

31億51百万円(前年同期比30.0％増)、経常利益は38億３百万円(前年同期比35.6％増)、四半期純利益は

23億14百万円(前年同期比38.3％増)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。 

①  産業用製品 

一般フィルムは、海外需要の低迷により工業用等が減少したものの、文具用・建材用等の受注が堅調

だったため、売上増となりました。農業用フィルムは、作物市況が低迷したものの、拡販施策により売

上微増となりました。壁紙は、住宅着工件数の増加により、売上増となりました。フレキシブルコンテ

ナーは、震災復興関連の需要が増加し、売上増となりました。自動車内装材は、自動車メーカーの生産

が昨年に比べ順調で、特に北米での新車種増産により、売上増となりました。粘着テープは、住宅用が

堅調だったものの、国内需要の減少による販売競争激化により、売上横ばいとなりました。工業用テー

プは、スマートフォン関連が堅調だったものの、電材業界の低迷により、売上微減となりました。食品

衛生関連商品においては、依然として市況は厳しいものの、商権回復により、売上増となりました。食

品保存用ピチット製品は、震災の復興により一昨年並みに需要が回復し、 売上増となりました。 

以上により、当セグメントの売上高は305億３百万円(前年同期比5.8％増)、セグメント利益は15億89

百万円(前年同期比22.6％増)となりました。 

  

②  生活用品 

コンドームは、市場が縮小傾向にあるものの、薄物の企画・販売が堅調で、売上増となりました。カ

イロは、売場への導入が遅れ、気温の低下とともに販売が伸びましたが、売上減となりました。除湿剤

は、気温の低下により売場が縮小され、売上横ばいとなりました。滅菌器は、前年並みの売上となりま

した。手袋は、食品用・医療用・作業用が好調だったものの、産業用がＩＴ・ＩＣ関連の需要低迷の影

響で、売上減となりました。シューズは、高付加価値商品の拡販と冬物商品が順調に販売されたため、

売上は堅調に推移しました。雨衣・ブーツ類は、積極的な販売政策のもと新規取引先が増加し、また寒

波の影響で防寒用が好調だったため、売上増となりました。 

以上により、当セグメントの売上高は231億51百万円(前年同期比0.5％増)、セグメント利益は25億23

百万円(前年同期比19.6％増)となりました。 

  

③  その他 

当セグメントの売上高は１百万円(前年同期比336.4％増)、セグメント利益は１億13百万(前年同期比

1.0％増)となりました。 

  

１．当四半期決算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

オカモト㈱(5122)　平成25年３月期　第３四半期決算短信

- 2 -



  

①  資産 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は702億61百万円で、前連結会計年度末と比べ12億52百

万円増加しております。 

流動資産は427億80百万円で、前連結会計年度末と比べ２億24百万円の増加となりました。これは主

として、受取手形及び売掛金17億78百万円、商品及び製品３億60百万円が増加し、現金及び預金が23億

85百万円減少したことによるものです。 

固定資産は274億80百万円で、前連結会計年度末と比べ10億28百万円の増加となりました。これは主

として、投資有価証券が11億５百万円増加したことによるものです。 

  

②  負債 

当第３四半期連結会計期間末における総負債は303億65百万円で、前連結会計年度末と比べ91百万円

減少しております。 

流動負債は245億93百万円で、前連結会計年度末と比べ３億95百万円の減少となりました。これは主

として、１年内償還予定の社債15億円、１年内返済予定の長期借入金10億円、賞与引当金３億69百万円

が減少し、支払手形及び買掛金７億19百万円、短期借入金20億15百万円が増加したことによるもので

す。 

固定負債は57億72百万円で、前連結会計年度末と比べ３億３百万円増加しております。これは主とし

て、退職給付引当金が２億54百万円増加したことによるものです。 

  

③  純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は398億95百万円で、前連結会計年度末と比べ13億44百

万円増加しております。これは主として、利益剰余金15億31百万円、自己株式５億37百万円が増加した

ことによるものです。 

  

連結業績につきましては、 近の決算短信(平成24年５月11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）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しておりま

す。 

この減価償却方法の変更による影響額は軽微であります。 

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,632 7,247

受取手形及び売掛金 21,682 23,460

商品及び製品 6,508 6,869

仕掛品 1,391 1,588

原材料及び貯蔵品 1,553 1,718

その他 1,809 1,919

貸倒引当金 △22 △22

流動資産合計 42,556 42,780

固定資産   

有形固定資産 14,877 14,664

無形固定資産 273 176

投資その他の資産   

投資有価証券 10,649 11,754

その他 871 1,088

貸倒引当金 △23 △7

投資損失引当金 △195 △195

投資その他の資産合計 11,301 12,639

固定資産合計 26,452 27,480

資産合計 69,008 70,261
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,723 17,442

1年内償還予定の社債 1,500 －

短期借入金 1,027 3,042

1年内返済予定の長期借入金 1,000 －

未払法人税等 756 878

賞与引当金 753 383

その他 3,227 2,845

流動負債合計 24,988 24,593

固定負債   

退職給付引当金 3,593 3,847

その他 1,876 1,925

固定負債合計 5,469 5,772

負債合計 30,457 30,365

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,047 13,047

資本剰余金 359 359

利益剰余金 23,733 25,265

自己株式 △1,436 △1,974

株主資本合計 35,704 36,698

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,582 3,920

繰延ヘッジ損益 10 18

為替換算調整勘定 △746 △742

その他の包括利益累計額合計 2,846 3,196

純資産合計 38,550 39,895

負債純資産合計 69,008 70,261
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 51,870 53,656

売上原価 39,878 41,319

売上総利益 11,991 12,336

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 2,299 2,381

その他の販売費 2,102 1,839

給料及び賞与 2,236 2,404

賞与引当金繰入額 348 154

退職給付引当金繰入額 121 109

貸倒引当金繰入額 3 －

その他の一般管理費 2,455 2,297

販売費及び一般管理費合計 9,568 9,185

営業利益 2,423 3,151

営業外収益   

受取利息 7 16

受取配当金 303 295

不動産賃貸料 362 314

為替差益 － 106

その他 153 120

営業外収益合計 826 853

営業外費用   

支払利息 47 36

不動産賃貸費用 125 106

為替差損 213 －

その他 59 57

営業外費用合計 445 201

経常利益 2,804 3,803

特別利益   

固定資産売却益 － 7

投資有価証券売却益 40 147

その他 － 11

特別利益合計 40 167

特別損失   

固定資産除却損 5 6

減損損失 26 －

投資有価証券売却損 21 5

災害による損失 12 14

環境対策費 44 －

特別損失合計 111 25

税金等調整前四半期純利益 2,733 3,944

法人税、住民税及び事業税 708 1,511

過年度法人税等 － 71

法人税等調整額 351 47

法人税等合計 1,060 1,630

少数株主損益調整前四半期純利益 1,673 2,314

四半期純利益 1,673 2,314
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,673 2,314

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △893 333

繰延ヘッジ損益 △13 8

為替換算調整勘定 △175 4

持分法適用会社に対する持分相当額 1 3

その他の包括利益合計 △1,081 350

四半期包括利益 591 2,664

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 591 2,664

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第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) 

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  セグメント利益の調整額△1,095百万円には、セグメント間取引消去11百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,107百万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。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．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  セグメント利益の調整額△1,075百万円には、セグメント間取引消去８百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,084百万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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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
計上額産業用製品 生活用品 計

売上高

  外部顧客への売上高 28,843 23,026 51,870 0 51,870 ― 51,870

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

14 205 220 2,451 2,672 △2,672 ―

計 28,858 23,232 52,090 2,452 54,542 △2,672 51,870

セグメント利益 1,295 2,110 3,406 112 3,519 △1,095 2,423

(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
計上額産業用製品 生活用品 計

売上高

  外部顧客への売上高 30,503 23,151 53,655 1 53,656 ― 53,656

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

26 200 226 2,475 2,701 △2,701 ―

計 30,530 23,351 53,881 2,476 56,358 △2,701 53,656

セグメント利益 1,589 2,523 4,112 113 4,226 △1,075 3,151

（５）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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