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平成28年６月６日

株 主 各 位
兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番地１

Ｏ Ｋ Ｋ 株 式 会 社
取締役社長 宮 島 義 嗣

　

第158回定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

　また、このたびの「平成28年熊本地震」により、被災された皆さまに心よりお見舞

い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

　さて、当社第158回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権

行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年６月27日（月曜日）午後５時までに到

着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具
　

記
　

１．日 時 平成28年６月28日（火曜日）午前10時

２．場 所 兵庫県伊丹市宮ノ前二丁目２番２号

伊丹商工プラザ６階 マルチメディアホール

（末尾記載の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目的事項

報 告 事 項 １．第158期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件

２．会計監査人および監査役会の第158期連結計算書類監査結果

報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

以 上
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ

さいますようお願い申し上げます。

　また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

○事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類の記載すべき事項を修

正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト

（http://www.okk.co.jp）に掲載いたしますのでご了承ください。

○本株主総会終了後、同会場において会社説明会を開催いたしますので、引き続きご

参加くださいますようお願い申し上げます。
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(添付書類)
　

事 業 報 告
（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）

　

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過および成果

当事業年度における世界経済は、米国は自動車・航空機産業を中心に堅調を維

持し、欧州は債務問題に加え難民問題などの地政学的リスクもみられるものの、

緩やかな回復基調で推移しました。しかし、中国は経済の先行き懸念から生じた

株価下落にみられるように減速傾向になり、その他のアジア諸国も同様の状況で

推移しました。一方、我が国経済は、政策効果にも支えられ企業の設備投資意欲

は引き続き底堅く、年明け以降からの円高・株安の影響もみられましたが、工作

機械受注は総じて堅調に推移しました。

このような状況下、当社グループは、昨年10月に創業100周年を迎え、更なる業

績向上を目指して次の諸施策に取り組みました。主力の工作機械部門においては、

米国では営業力の強化を図り、堅調に推移する自動車・航空機向けの販売に注力

しました。７月には、顧客サービスの一段の向上を図るため、工作機械の無償保

証期間を従来の１年間から３年間に延長した「３年間安心保証制度」を開始しま

した。また、10月にイタリアのミラノで開催されたEMO2015では、航空機部品を中

心とした中大物ワークの複雑な形状加工が可能な５軸制御横形マシニングセンタ

HM-X8000と旋削機能を付加した５軸制御立形マシニングセンタVC-X500L、量産部

品加工市場をターゲットとした横形マシニングセンタHMC500の３機種を出展し、

活発な商談を行いました。更に、11月には本社工場において、「重切削・高剛性の

百年品質」をメインテーマに創業百周年記念展示会を開催、ベストセラー立形マ

シニングセンタVM53Rの要素別展示を行うなど、ＯＫＫのものづくりを来場者の皆

様に体感していただきました。これらを含めた国内外の各種展示会を通して、Ｏ

ＫＫのブランド力である高剛性・重切削機種を中心に展示し、一層の拡販に努め

ました。

しかしながら、主要設備機械の故障等による稼働率低下と在庫の評価減、また

年初来の円高による為替差損の計上も影響し、売上高は前年度比で増加したもの

の、利益では当初計画を大きく下回りました。

この結果、当企業集団の売上高は26,735百万円（前年度比5.2％増）となり、営

業利益は1,199百万円（前年度比4.3％減）、経常利益は839百万円（前年度比46.2

％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は557百万円（前年度比53.2％減）とな

りました。
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なお、当社は平成27年６月26日開催の第157回定時株主総会の決議により、平成

27年10月１日をもって商号を「大阪機工株式会社」から「ＯＫＫ株式会社」へ変

更いたしました。

　

部門別連結売上高および概要は次のとおりであります。

部 門 金 額 前年度比増減率 構 成 比

工 作 機 械 25,354 百万円 5.0 ％ 94.8 ％

そ の 他 1,380 9.6 5.2

合 計 26,735 5.2 100.0

(う ち 海 外) (12,389) (△11.0) (46.3)

　

●工作機械

国内は、政策効果などにより企業の設備投資が堅調に推移する中、自動車、

一般機械向けの販売に注力し、売上高は13,054百万円（前年度比27.0％増）と

なりました。

海外は、欧州においては、航空機向けの販売を中心に回復基調を維持しまし

たが、北米は、堅調な自動車や航空機向けの販売で競争が激化し、アジアでは、

中国その他アジア新興国の経済が総じて減速傾向で推移した結果、売上高は

12,300百万円（前年度比11.4％減）となりました。

この結果、工作機械全体の売上高は25,354百万円（前年度比5.0％増）、営業

利益は1,319百万円（前年度比3.7％減）となりました。

　

●その他

売上高は1,380百万円（前年度比9.6％増）、営業利益は79百万円（前年度比

35.9％増）となりました。
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(2) 設備投資の状況

当事業年度において実施いたしました設備投資等の総額は621百万円であり、主

なものは次のとおりであります。

当事業年度中に完成した主要設備

・主力工場の機械設備更新と環境に配慮した構内照明のLED化等の他、猪名川

製造所内のインフラ整備ならびに子会社等を含めた機械装置および工具等

当事業年度継続中の主要設備の新設、拡充

・機械設備更新と保全、新基幹業務システムの導入の他、猪名川製造所内の

インフラ整備ならびに子会社等を含めた機械装置および工具等

　

(3) 資金調達の状況

当社は、資金の機動的かつ安定的な調達を図るため、取引金融機関５行との間

に、総額15億円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結

しております。なお、当事業年度末において当該契約に基づく借入実行残高はあ

りません。

　

(4) 財産および損益の状況の推移

年 度

区 分

第155期

（自平成24年４月
至平成25年３月）

第156期

（自平成25年４月
至平成26年３月）

第157期

（自平成26年４月
至平成27年３月）

第158期(当期)

（自平成27年４月
至平成28年３月）

(百万円)

売 上 高 24,343 22,057 25,413 26,735

(百万円)

経 常 利 益 1,577 777 1,560 839

(百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益 1,083 518 1,191 557

(円)

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 13.69 6.56 15.07 7.05

(百万円)

総 資 産 44,850 44,975 50,096 48,225

(百万円)

純 資 産 19,495 19,691 21,738 21,733

(注) １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）

により算出しております。
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(5) 対処すべき課題

今後の見通しといたしましては、世界経済においては、米国は引き続き堅調に

推移するものと思われ、欧州は、先行きの不透明感は残るものの、自動車と航空

機産業を中心に穏やかな回復基調を維持するものと予想されます。中国経済は引

き続き弱含みで推移し、アジア全体は、やや停滞した状況が続くものと思われま

す。一方、我が国経済は、政策効果にも支えられ企業の設備投資意欲は引き続き

底堅く、工作機械受注は総じて堅調に推移するものと予想しております。

このような状況下、当社グループは、昨年10月の創業100周年を経て、これから

の持続的成長を目指し、次の100年に向けての基盤づくりを実施するため、

「Innovation for next 100」をテーマに新中長期経営計画を策定し、製品の開発、

生産、営業など業務の全てを見直し、改革に取り組んでまいります。

製品の開発では、航空機や自動車分野などで使用される難削材の加工に的確に

対応していくことで、更なる付加価値の向上に取り組んでまいります。9月にシカ

ゴ で 開 催 さ れ る IMTS 2016（International Manufacturing Technology Show

2016）や、11月に東京での第28回日本国際工作機械見本市（JAPAN INTERNATIONAL

MACHINE TOOL FAIR 2016）に、ＯＫＫのブランド力である高剛性・重切削の特長

を活かした新機種を出展するとともに、国内外において積極的な受注活動を行い

ます。また、生産体制では、物流改革と生産改革を合体させたＯＫＫ生産力向上

プロジェクトを発足させ、品質にこだわり、不具合を後工程に持ち越さず、無駄

なく部品を供給できる仕組みづくりを構築し、計画通りの生産を完遂できるよう

にしていきます。更に、従来から、品質向上やアフターサービスの向上に取り組

んできましたが、今後はIoT（モノのインターネット）を積極的に活用すること

で、機械の稼働状況をより的確に把握し、更に充実したサービス環境を提供でき

るシステムの開発に取り組んでまいります。また、将来の当社を担う人材基盤の

強化がきわめて重要な課題と位置付け、主力工場に設けた技能伝承ラインを活用

した現場教育やキャリアステップごとの人材育成プログラムなど、各種教育計画

と制度を積極的に実施してまいります。

更に、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るためによりよい

コーポレートガバナンスの追求に向け、本株主総会での承認を前提として、監査

等委員会設置会社へ移行することを決定しております。

引き続き全社一丸となってこれらの諸施策を着実に実行し業績向上に努めてま

いりますので、株主の皆様におかれましては、何とぞ変わらぬご支援を賜ります

ようお願い申し上げます。
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(6) 重要な子会社の状況（平成28年３月31日現在）

会 社 名 資本金
当社の
出資比率

主 要 な 事 業 内 容

大豊機工株式会社
百万円

94
％

100.0
工作機械の一部の製造および水道メータ
ーの製造・販売

ＯＫＫテクノ株式会社 10 100.0 工作機械の部品の製造

OKK USA CORPORATION
千米ドル

2,750 100.0 工作機械の販売および技術サービス

　

(7) 主要な事業内容（平成28年３月31日現在）

下記製品の製造および販売を行っております。

主要営業品目の主な内容は次のとおりであります。

工作機械 ：マシニングセンタ、NCフライス盤

　 汎用フライス盤、専用工作機械

水道メーター：各種水道メーター、上下水道計装システム

　 水道料金システム

　

(8) 主要な営業所および工場（平成28年３月31日現在）

①当社の主要な営業所および工場

本店 兵庫県伊丹市

東京支店 埼玉県さいたま市

名古屋支店 愛知県名古屋市

広島営業所 広島県広島市

福岡営業所 福岡県福岡市

ソウル支店 大韓民国ソウル市

このほか国内各地に営業所を７カ所設置しております。

猪名川製造所 兵庫県伊丹市

東京テクニカルセンター 埼玉県さいたま市
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②当社子会社の主要な営業所および工場

大豊機工株式会社 兵庫県豊岡市

ＯＫＫテクノ株式会社 兵庫県川西市

OKK USA CORPORATION 米国イリノイ州

　

(9) 従業員の状況（平成28年３月31日現在）

①企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前年度末比増減

626名 9名増
　

②当社の従業員の状況

従 業 員 数 前年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

446名 11名増 40.3歳 16.8年
　

(注) 従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への

出向者を含む。）であり、企業集団の臨時従業員79名、当社の臨時従業員59名

は含まれておりません。

　

(10) 主要な借入先（平成28年３月31日現在）

借 入 先 借入金残高

株 式 会 社 り そ な 銀 行 2,755 百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,920

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,150

株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 560

　

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（平成28年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 240,000,000株

(2) 発行済株式総数 81,465,568株

（自己株式 2,426,016株を含む。）

(3) 株主数 8,674名

(4) 大株主

株 主 名 持株数 持株比率

ＯＫＫ取引先持株会 4,883千株 6.18 ％

角田 博 4,320 5.47

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,009 2.54

CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 1,719 2.18

株式会社りそな銀行 1,695 2.14

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,510 1.91

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/
HENDERSON HHF SICAV

1,468 1.86

三井住友海上火災保険株式会社 1,275 1.61

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 1,077 1.36

大阪機工従業員持株会 1,028 1.30

(注) 1. 持株比率は、自己株式数を控除して算出しております。

2. 当社は自己株式2,426千株を保有しておりますが、上記大株主から除外して

おります。
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３．会社役員に関する事項

(1) 当事業年度末日における取締役および監査役

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 井 関 博 文

代表取締役社長 宮 島 義 嗣

代 表 取 締 役 浜 辺 義 男 専務執行役員経営企画室長

取 締 役 森 本 佳 秀 常務執行役員営業本部長兼海外営業部長

取 締 役 加 藤 友 彦 上席執行役員生産本部長兼物流部長

取 締 役 道 岡 幸 二 上席執行役員猪名川製造所長兼管理本部長

取 締 役 大 西 賢 治 上席執行役員技術本部長兼技術開発部長

取 締 役 近 藤 忠 夫 株式会社日本触媒 相談役

常 勤 監 査 役 椙 尾 茂 樹

監 査 役 檜 垣 誠 次 弁護士

監 査 役 島 本 幸 夫 税理士

(注) 1. 取締役近藤忠夫氏は、社外取締役であります。

2. 監査役檜垣誠次および島本幸夫の両氏は、社外監査役であります。

3. 監査役島本幸夫氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する

相当程度の知見を有しております。

4. 当社は、取締役近藤忠夫、監査役檜垣誠次および島本幸夫の３氏を東京証券

取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
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(2) 当事業年度中の取締役および監査役の異動

①就任

平成27年６月26日開催の第157回定時株主総会において、道岡幸二、大西賢治

の両氏が取締役に選任され、就任いたしました。

②退任

平成27年６月26日開催の第157回定時株主総会の終結の時をもって、取締役野

村泰助、藤村 博の両氏が任期満了により退任いたしました。

③当事業年度中の地位・担当等の異動

氏 名 新 旧 異動年月日

井 関 博 文 取締役会長 代表取締役社長 平成27年４月１日

宮 島 義 嗣 代表取締役社長
取締役上席執行役員技術
本部長

平成27年４月１日

浜 辺 義 男
代表取締役専務執行役員
経営企画室長

取締役常務執行役員猪名
川製造所長兼管理本部長

平成27年４月１日

野 村 泰 助 取締役上席執行役員 代表取締役専務執行役員 平成27年４月１日

森 本 佳 秀
取締役常務執行役員営業
本部長

取締役上席執行役員営業
本部長

平成27年４月１日

森 本 佳 秀
取締役常務執行役員営業
本部長兼海外営業部長

取締役常務執行役員営業
本部長

平成27年５月15日

道 岡 幸 二
取締役上席執行役員猪名
川製造所長兼管理本部長

取締役上席執行役員猪名
川製造所長兼管理本部長
兼企画管理部長

平成27年７月１日

(注) 平成28年４月１日付の役員人事に伴い、取締役の地位・担当は次のとおり変更と

なっております。

宮島義嗣 代表取締役社長生産本部長

森本佳秀 取締役常務執行役員営業本部長

加藤友彦 取締役上席執行役員生産本部物流部長
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(3) 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 人 員 報酬等の総額

取 締 役 10名 99百万円

(うち社外取締役) (１名) (４百万円)

監 査 役 ３名 22百万円

(うち社外監査役) (２名) (９百万円)

(注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま

れておりません。

2. 上記の人数には、平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時をも

って退任した取締役２名を含んでおります。

　

(4) 社外役員に関する事項

①当事業年度における主な活動状況

氏 名 主な活動状況

近 藤 忠 夫
取締役会13回中12回に出席し、主に企業経営者としての豊富な経験と
見識に基づき発言を行っております。

檜 垣 誠 次
取締役会13回中12回、監査役会15回の全てに出席し、主に弁護士とし
ての専門的見地から発言を行っております。

島 本 幸 夫
取締役会13回、監査役会15回の全てに出席し、主に税理士としての専
門的見地から発言を行っております。

　

②責任限定契約の内容の概要

当社は社外取締役および各社外監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償

責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の

契約（責任限定契約）を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、

法令で定める最低責任限度額であります。
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４．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称 新日本有限責任監査法人

　

(2) 会計監査人の報酬等の額

①当社が支払うべき報酬等の額 26百万円

②当社および当社子会社が支払うべき金銭
　その他の財産上の利益の合計額

26百万円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対

する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区

分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、これらの合

計額を記載しております。

2. 当社の重要な子会社のうち、OKK USA CORPORATIONは当社の会計監査

人以外の監査法人の監査を受けております。

　

(3) 会計監査人の報酬等の額について監査役会が同意した理由

当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実

務指針」を踏まえ、会計監査人が提出した監査計画の妥当性と適正性、従前の事

業年度における職務執行状況等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につ

き、会社法第399条第１項の同意を行っております。

　

(4) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは

会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であること

につき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査役会が会社法第

340条の規定により会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職

務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性を

より高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役

会は、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議

案の内容を決定します。
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(6) 会計監査人が受けた過去２年間の業務停止処分

金融庁が平成27年12月22日付で発表した懲戒処分等の内容の概要

①処分対象

新日本有限責任監査法人

②処分の内容

・契約の新規の締結に関する業務の停止 ３月

　 （平成28年１月１日から同年３月31日まで）

　・業務改善命令（業務管理体制の改善）

③処分の理由

・他社の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務

書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。

・当監査法人の運営が著しく不当と認められたため。
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５．会社の体制および方針

＜業務の適正を確保するための体制＞

当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制の整備についての

基本方針を以下のように定めております。なお、当社は、本定時株主総会終結後、

監査等委員会設置会社に移行する予定であり、それに合わせて本体制を変更する予

定であります。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制

当社は、「企業行動規準」および「コンプライアンス基本規程」を策定し、役職

員が法令および社会通念等を遵守した行動をとるための行動規範を定め、役職員

の研修等を通じて周知徹底を図っております。

さらに、コンプライアンス全体を統括する組織として、「コンプライアンス委員

会」を設置し重要事項について審議するとともに、コンプライアンス実践教育の

実施等により、コンプライアンス体制の維持・管理を行っております。

また、「社内通報規程」に基づき、意見・要望およびコンプライアンス違反の疑

いのある行為等について、直接社内外の専門窓口に通報する「ヘルプライン」制

度を導入しております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る文書その他の情報等については、「文書管理規程」に

則り、その重要度に応じて適正に保存・管理し、取締役および監査役は、それら

の文書および情報等を必要に応じて閲覧できるものとしております。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「リスク管理規程」に基づき、リスクカテゴリーごとの管理部署を定め、社長が

リスク管理総括責任者となる体制をとっております。

また、各業務にかかわる種々のリスク（コンプライアンス、環境、災害、品質、

情報セキュリティおよび輸出管理等）については、取締役会、経営会議において

審議するとともに、それぞれのリスク管理部署において適切に管理しております。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、原則月１回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状

況の管理・監督を行い、透明性の高い経営に努めております。

取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、取締役および執行

役員をメンバーとする経営会議を、原則月２回開催し、取締役会から委嘱を受け

た事項、その他経営に関する重要事項について、審議しております。

業務の運営については、将来の事業環境等を踏まえ中期経営計画および各年度

予算を立案し、全社的な目標を設定しております。各部門においては、その目標

達成に向けて具体策を立案し、実行しております。
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(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

グループ全体のコーポレートガバナンス、コンプライアンスおよび財務報告の

適正性を確保するため、グループ間の連携を密にし、管理体制の強化を図ります。

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社の「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営管理上重要な事項および

職務執行に関する事項等について、当社と事前協議を行う事項と当社に報告す

べき事項を定めて管理・運営しております。

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループは、「リスク管理規程」に基づき、リスクカテゴリーごとの管理

部署を定め、各社社長がリスク管理総括責任者となる体制をとっております。

当社と子会社は、子会社情報交換会等を通じてリスク管理状況を共有し、その

管理を実行しております。

③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社と子会社は、子会社情報交換会等を開催して情報交換するとともに、重

要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の管理・監督を行っております。

④子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合すること

を確保するための体制

当社グループは、「企業行動規準」および「コンプライアンス基本規程」を策

定し、役職員が法令および社会通念等を遵守した行動をとるための行動規範を

定め、役職員の研修等を通じて周知徹底を図っております。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人

に対する指示の実行性の確保に関する事項

現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて、内部

監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を依頼することができるものとしてお

ります。

また、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して、

取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとします。さらに、当該職員

の異動・懲戒にあたっては、監査役会と事前協議のうえ実施するものとします。
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(7) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制

監査役は、重要な会議に出席、あるいは業務の運営状況につき適宜報告を受け

ることとしております。

当社グループの取締役および監査役ならびに使用人は、監査役に対して、法定

の事項に加え、当社および当社グループ会社に重大な影響をおよぼす事項等を速

やかに報告することとしております。

また、監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な

取り扱いを受けないものとします。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会は、社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催すること

としております。また、グループ各社の監査役および内部監査室との連携も図る

こととしております。

さらに、監査役会が、その職務の執行上必要なものとしてあらかじめ計上した

費用の他、緊急または臨時に支出した費用について、事後、償還を請求すること

ができるものとしています。

(9) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

「企業行動基準」に「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力およ

び団体とは断固として対決する」と基本方針を規定しており、反社会的勢力およ

び団体とは一切の関係を遮断するとともに、不当要求に対しては毅然とした態度

で対応します。また、不当要求防止責任者の設置、外部専門機関との連携、対応

マニュアルの整備等、対処できる体制を構築しております。

＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は

以下のとおりです。

(1) 業務の適正を確保するための体制について

取締役会は、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の管理・監督を行

い、透明性の高い経営に努めました。経営会議では、取締役および執行役員をメ

ンバーとし、取締役会から委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項につ

いて審議いたしました。常勤監査役はこれらの会議に出席して業務の執行状況を

監査し、監査役会等を通じて他の監査役と情報を共有しました。当事業年度にお

いては、取締役会を13回、監査役会を15回、経営会議を26回開催いたしました。
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(2) コンプライアンスについて

「コンプライアンス基本規程」に基づき、定期的なコンプライアンス実践教育

として管理職向け研修を実施し、各部門で同様の教育訓練を行って周知徹底を図

りました。さらに子会社役員を対象とした研修を実施し、コンプライアンス体制

の維持・管理に努めました。内部通報制度については、社内と社外、それぞれの

相談・通報窓口「ヘルプライン」を設置し、通報者の保護を明記したポスターを

掲示して周知を図り、運用しております。

(3) リスク管理について

「リスク管理規程」に基づき、各リスク項目の影響度の評価、対応策等をまと

めてリスク管理状況報告とし、その定期的な見直しを実施してリスクの回避と低

減に取り組みました。各業務にかかわる種々のリスクについては、取締役会、経

営会議において審議するとともに、それぞれのリスク管理部署において適切に管

理いたしました。

(4) 子会社管理について

「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営管理上重要な事項および職務執行

に関する事項等について、当社と事前協議を行う事項と当社に報告すべき事項を

定めて管理・運営を行いました。また、当社と子会社は、子会社情報交換会等を

開催して情報交換するとともに、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況

の管理・監督を行いました。

(5) 監査役の職務の執行について

監査役会は、社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催し、グル

ープ各社の監査役および内部監査室との連携も図り、監査の実効性を確保いたし

ました。また、監査役は、重要な会議に出席、あるいは業務の運営状況につき適

宜報告を受けるとともに取締役および使用人へのヒアリング等を通じて、当社の

内部統制の整備・運用状況について確認し、より健全な経営体制の確保に向けた

助言等を行いました。

(6) 内部監査の実施状況について

当社及びグループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部

監査室がモニタリングし、改善を進めております。また、内部監査室は、内部監

査基本計画に基づき、次に掲げる監査並びにモニタリングを実施いたしました。

①当社及び当社子会社における業務の適正性、法令遵守状況並びにリスク管理状

況に関する業務監査

②財務報告に係る内部統制監査

③内部通報制度の運用状況

本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てております。また、

比率は表示単位未満を四捨五入しております。
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連結貸借対照表
（平成28年３月31日現在）

（単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

(資産の部)

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土地

リース資産

建設仮勘定

その他

無形固定資産

ソフトウエア

リース資産

ソフトウエア仮勘定

その他

投資その他の資産

投資有価証券

長期貸付金

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

22,905

4,023

7,630

5,349

5,394

45

255

241

△36

25,319

22,070

4,256

1,024

15,426

1,090

67

204

625

51

33

519

21

2,623

2,025

449

1

161

△15

(負債の部)

流動負債 12,238

支払手形及び買掛金 4,294

短期借入金 6,277

リース債務 242

未払法人税等 43

賞与引当金 244

製品保証引当金 75

その他 1,060

固定負債 14,252

社債 100

長期借入金 4,207

リース債務 1,173

繰延税金負債 176

再評価に係る繰延税金負債 4,521

退職給付に係る負債 4,018

その他 55

負債合計 26,491

(純資産の部)

株主資本 11,637

資本金 6,283

資本剰余金 1,455

利益剰余金 4,434

自己株式 △535

その他の包括利益累計額 10,095

その他有価証券評価差額金 454

土地再評価差額金 9,764

為替換算調整勘定 42

退職給付に係る調整累計額 △166

純資産合計 21,733

資産合計 48,225 負債純資産合計 48,225
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連結損益計算書
（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）

（単位：百万円）

科目 金額

売上高 26,735

売上原価 20,478

売上総利益 6,256

販売費及び一般管理費 5,056

営業利益 1,199

営業外収益

受取利息及び配当金 66

売電収入 27

その他 8 102

営業外費用

支払利息 129

為替差損 253

資金調達費用 29

その他 50 463

経常利益 839

特別利益

投資有価証券売却益 230

有形固定資産売却益 0 230

特別損失

投資有価証券評価損 163

社名変更費用 89

有形固定資産処分損 68

事業整理損 44

投資有価証券売却損 15

その他 0 380

税金等調整前当期純利益 688

法人税、住民税及び事業税 160

法人税等調整額 △29 131

当期純利益 557

親会社株主に帰属する当期純利益 557
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連結株主資本等変動計算書
（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）

（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 6,283 1,455 4,035 △533 11,240

当期変動額

剰余金の配当 △158 △158

親会社株主に帰属
する当期純利益

557 557

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 △0 0 0

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― 399 △2 397

当期末残高 6,283 1,455 4,434 △535 11,637

その他の包括利益累計額

純資産合計

その他有価証
券評価差額金

土地再評
価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 1,034 9,517 141 △196 10,497 21,738

当期変動額

剰余金の配当 △158

親会社株主に帰属
する当期純利益

557

自己株式の取得 △2

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△580 246 △98 30 △401 △401

当期変動額合計 △580 246 △98 30 △401 △4

当期末残高 454 9,764 42 △166 10,095 21,733

― 21 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月23日 20時20分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



連結注記表

[連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等]

1.連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 ３社

連結子会社の名称

大豊機工㈱、OKKテクノ㈱、OKK USA CORPORATION

(2)主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

OKK Europe GmbH、大阪机工（上海）商貿有限公司、

THAI OKK MACHINERY CO.,LTD.、OKK MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.、

OKK MACHINE SALES (THAILAND) CO.,LTD.、PT. OKK INDONESIA

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産・売上高・当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

　

2.持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

非連結子会社の名称

OKK Europe GmbH、大阪机工（上海）商貿有限公司、

THAI OKK MACHINERY CO.,LTD.、OKK MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.、

OKK MACHINE SALES (THAILAND) CO.,LTD.、PT. OKK INDONESIA

関連会社の名称

天津OKK機械有限公司

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないためであります。

　

3.会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

②デリバティブ取引により生じる債権及び債務

時価法
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③たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

商品及び製品、仕掛品

製品・仕掛品は主として個別法、半製品は主として総平均法

原材料及び貯蔵品

主として総平均法

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）（国内法人のみ）

定額法によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 15～47年

機械装置及び運搬具 ４～９年

②無形固定資産（リース資産を除く）（国内法人のみ）

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、自社利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

③リース資産（国内法人のみ）

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

②賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額（うち当連結会計年度に帰属する額）を計上し

ております。

③製品保証引当金

工作機械、水道メーターのアフターサービス費等に備えるため、売上高を基準として、過去の

経験率により算定した額を計上しております。

(4)その他連結計算書類の作成のための重要な事項

①重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は連結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めております。

②重要なヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理を行っておりますが、外貨建売掛金等の為替変動リスクに備えるた

めの為替予約取引について、振当処理の要件を満たしているものは振当処理を、借入金の調達

金利の変動リスクを回避するための金利スワップ取引について、特例処理の要件を満たしてい

るものは特例処理を行っております。
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③退職給付に係る会計処理の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる

方法については、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。

④消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

　

[会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更]

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」

という。）、「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25年９月13日。以下「連結

会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。

以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度より適用し、支配が継続している場合の

子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発

生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、連結会計年度の期首以後

実施される企業結合について、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しが企業結合

年度の翌年度に行われた場合には、当該見直しが行われた年度の期首残高に対する影響額を区分表示

するとともに、当該影響額の反映後の期首残高を記載する方法に変更いたします。加えて、当期純利

益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項

(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な扱いに従っており、当連結会計年度の期

首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当連結会計年度において、連結計算書類に与える影響額はありません。

　

[表示方法の変更]

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において、「無形固定資産」の「その他」に含めておりました「ソフトウエア仮勘定」

は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「ソフトウエア仮勘定」は346百万円であります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「売電収入」は、金額的

重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「売電収入」は8百万円であります。
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[追加情報]

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年３月

29日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただ

し、平成28年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の

32.25％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年４月１日から平成30年３月31日までのもの

は30.81％、平成30年４月１日以降のものについては30.58％にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が5百万円減少し、当連結会

計年度に計上された法人税等調整額が6百万円、その他有価証券評価差額金額が12百万円それぞれ増

加し、再評価に係る繰延税金負債が246百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。

[連結貸借対照表に関する注記]

1.担保に供している資産及び担保に係る債務

(1)担保に供している資産

建物及び構築物 2,903百万円

機械装置及び運搬具 333百万円

土地 14,635百万円

計 17,873百万円

(2)担保に係る債務

短期借入金 1,220百万円

長期借入金 4,220百万円

(うち１年以内返済予定額) (1,000)百万円

計 5,440百万円

　

2.有形固定資産の減価償却累計額 19,171百万円

　

3.土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

地価税の計算のために公表された方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出してお

ります。

・再評価を行った年月日

平成12年３月31日

・再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△8,085百万円
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4.当社においては、資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。

当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,500百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 1,500百万円

[連結株主資本等変動計算書に関する注記]

1.当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 81,465,568株

　

2.配当に関する事項

配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基準日
効 力
発生日

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 158百万円 ２円
平成27年
３月31日

平成27年
６月29日

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基準日
効 力
発生日

平成28年６月28日
定時株主総会

普通株式 316百万円 ４円
平成28年
３月31日

平成28年
６月29日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

　

[金融商品に関する注記]

1.金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により

資金を調達しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、社内規程に従い、顧客の信用力に応じた与信限度

額を設けるとともに、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うことにより、リスクの低減を図って

おります。また、外貨建て売掛金の為替変動リスクについては、状況に応じて、デリバティブ取引

（先物為替予約取引）を利用して、ヘッジをしております。

投資有価証券は全て株式で、その市場価格の変動リスクについて、定期的に時価や発行体の財務状

況等の把握を行い、リスクの低減を図っております。

借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金の

金利変動リスクに対して、デリバティブ取引（金利スワップ取引）により支払利息の固定化を実施

しております。

なお、デリバティブは「デリバティブ取引管理規程」に基づき、実需の範囲で行い投機的な取引は

行わないこととしております。
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2.金融商品の時価等に関する事項

平成28年３月31日（当連結会計年度末日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計 上 額(＊)

時 価(＊) 差 額

(1)現金及び預金 4,023 4,023 ―

(2)受取手形及び売掛金 7,594 7,594 ―

(3)投資有価証券
　 その他有価証券

1,809 1,809 ―

(4)支払手形及び買掛金 (4,294) (4,294) (―)

(5)短期借入金 (4,800) (4,800) (―)

(6)長期借入金 (5,684) (5,744) (60)

(7)デリバティブ取引 (―) (―) (―)

(＊) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

　

注 1.金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。

(3)投資有価証券

時価については、株式は取引所の価格によっております。

(4)支払手形及び買掛金、並びに(5)短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。

(6)長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とした変動金

利による長期借入金（下記(7)参照）については、当該金利スワップと一体として処理された

元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引い

て算定する方法によっております。

(7)デリバティブ取引

先物為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理され

ているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。また、金利スワップ

の特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

注 2.非上場株式（連結貸借対照表計上額215百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ

ーを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有

価証券その他有価証券」には含めておりません。

注 3.長期借入金には、１年以内返済予定の長期借入金1,477百万円を含めております。

[１株当たり情報に関する注記]

1.１株当たり純資産額 274.97円

2.１株当たり当期純利益金額 7.05円
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貸借対照表
（平成28年３月31日現在）

（単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

(資産の部) (負債の部)

流動資産 20,066 流動負債

支払手形

買掛金

短期借入金

リース債務

未払金

未払費用

未払法人税等

前受金

預り金

賞与引当金

製品保証引当金

その他

固定負債

長期借入金

リース債務

繰延税金負債

再評価に係る繰延税金負債

退職給付引当金

資産除去債務

その他

11,055

2,823

1,512

5,470

229

338

293

34

43

24

190

64

29

13,295

3,940

1,157

145

4,521

3,498

23

9

現金及び預金 3,411
受取手形 1,527
売掛金 7,382
商品及び製品 3,046
仕掛品 4,548
原材料及び貯蔵品 5
前払費用 40
繰延税金資産 76
その他 62
貸倒引当金 △35

固定資産 24,925
有形固定資産 21,238
建物 3,715
構築物 209
機械及び装置 938
車両運搬具 15
工具、器具及び備品 177
土地 15,052
リース資産 1,062

建設仮勘定 66

無形固定資産 616 負債合計 24,350
ソフトウエア 44 (純資産の部)

リース資産 33 株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

自己株式

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

土地再評価差額金

10,450

6,283

1,455

1,455

3,247

152

3,095

3,095

△535

10,189

424

9,764

電話加入権 15
ソフトウエア仮勘定 519
その他 3

投資その他の資産 3,070
投資有価証券 1,758
関係会社株式 719
関係会社出資金 106
長期貸付金 9
関係会社長期貸付金 440
破産更生債権等 14
長期前払費用 18
その他 17
貸倒引当金 △15 純資産合計 20,640

資産合計 44,991 負債純資産合計 44,991
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損益計算書
（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）

（単位：百万円）

科目 金額

売上高 24,220

売上原価 19,133

売上総利益 5,087

販売費及び一般管理費 4,286

営業利益 801

営業外収益

受取利息及び配当金 119

売電収入 27

その他 5 152

営業外費用

支払利息 117

為替差損 267

資金調達費用 29

その他 39 453

経常利益 500

特別利益

投資有価証券売却益 230

有形固定資産売却益 0 230

特別損失

関係会社株式評価損 161

社名変更費用 89

事業整理損 44

投資有価証券売却損 15

有形固定資産処分損 2

その他 0 313

税引前当期純利益 417

法人税、住民税及び事業税 47

法人税等調整額 20 67

当期純利益 349
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株主資本等変動計算書
（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰余金

当期首残高 6,283 1,455 1,455 152 2,904 3,056

当期変動額

剰余金の配当 △158 △158

当期純利益 349 349

自己株式の取得

自己株式の処分 △0 △0

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― ― ― 191 191

当期末残高 6,283 1,455 1,455 152 3,095 3,247

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

土地再評
価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △533 10,261 993 9,517 10,511 20,773

当期変動額

剰余金の配当 △158 △158

当期純利益 349 349

自己株式の取得 △2 △2 △2

自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△569 246 △322 △322

当期変動額合計 △2 188 △569 246 △322 △133

当期末残高 △535 10,450 424 9,764 10,189 20,640
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個別注記表
　
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

1.資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

②その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

(2)デリバティブ取引により生じる債権及び債務

時価法

(3)たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

①商品及び製品、仕掛品

製品及び仕掛品は主として個別法、半製品は主として総平均法

②原材料及び貯蔵品

主として総平均法

　
2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 15～47年

機械及び装置 ９年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、自社利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

　
3.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額（うち当事業年度に帰属する額）を計上しており

ます。

(3)製品保証引当金

工作機械のアフターサービス費等に備えるため、売上高を基準として過去の経験率により算定し

た額を計上しております。
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(4)退職給付引当金

・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し

ております。

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとして

おります。

　
4.その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理を行っておりますが、外貨建売掛金等の為替変動リスクに備えるため

の為替予約取引について、振当処理の要件を満たしているものは振当処理を、借入金の調達金利

の変動リスクを回避するための金利スワップ取引について、特例処理の要件を満たしているもの

は特例処理を行っております。

(2)退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこの会計処

理の方法と異なっております。

(3)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

　
[表示方法の変更]

（貸借対照表関係）

前事業年度において、「無形固定資産」の「その他」に含めておりました「ソフトウエア仮勘定」は、

金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

　なお、前事業年度の「ソフトウエア仮勘定」は345百万円であります。

　

（損益計算書関係）

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「売電収入」は、金額的重要

性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

なお、前事業年度の「売電収入」は8百万円であります。

　

[貸借対照表に関する注記]

1.担保に供している資産及び担保に係る債務

(1)担保に供している資産

建物 2,903百万円

機械及び装置 333百万円

土地 14,635百万円

計 17,873百万円
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(2)担保に係る債務

短期借入金 1,220百万円

長期借入金 4,220百万円

(うち１年以内返済予定額) (1,000)百万円

計 5,440百万円

　

2.有形固定資産の減価償却累計額 15,812百万円

　

3.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであ

ります。

短期金銭債権 3,265百万円

短期金銭債務 1,607百万円

　

4.土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

地価税の計算のために公表された方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出してお

ります。

・再評価を行った年月日

平成12年３月31日

・再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△8,085百万円

　

5.資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。

当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,500百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 1,500百万円

　
[損益計算書に関する注記]

関係会社との取引高

営業取引による取引高

　売上高 5,472百万円

　仕入高 6,180百万円

　その他の営業費用 257百万円

営業取引以外の取引高 64百万円
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[株主資本等変動計算書に関する注記]

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 2,426,016株

　

[税効果会計に関する注記]

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

1.繰延税金資産

投資有価証券評価損 340百万円

退職給付引当金 1,070百万円

繰越欠損金 531百万円

その他 168百万円

繰延税金資産小計 2,110百万円

評価性引当額 △1,955百万円

繰延税金資産合計 155百万円

　

2.繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △224百万円

繰延税金負債合計 △224百万円

繰延税金負債の純額 △69百万円

　

3.再評価に係る繰延税金資産 152百万円

評価性引当額 △152百万円

再評価に係る繰延税金資産合計 ―百万円

　

4.再評価に係る繰延税金負債 △4,521百万円

再評価に係る繰延税金負債の純額 △4,521百万円

　
（法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年３月29

日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成28

年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.25％から、回収

又は支払が見込まれる期間が平成28年４月１日から平成30年３月31日までのものは30.81％、平成30年

４月１日以降のものについては30.58％にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が5百万円減少し、当事業年度

に計上された法人税等調整額が7百万円、その他有価証券評価差額金額が12百万円それぞれ増加し、再

評価に係る繰延税金負債が246百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。

　
[１株当たり情報に関する注記]

1.１株当たり純資産額 261.14円

2.１株当たり当期純利益金額 4.42円
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
平成28年５月13日

ＯＫＫ株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 市 裕 之 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 竹 伸 幸 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＯＫＫ株式会社(旧会社名 大阪機工株式
会社)の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、ＯＫＫ株式会社(旧会社名 大阪機工株式会社)及び連結子会社からなる企業集団
の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
平成28年５月13日

ＯＫＫ株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 市 裕 之 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 竹 伸 幸 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＯＫＫ株式会社(旧会社名大阪機工
株式会社)の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第158期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につい
て監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第158期事業年

度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審

議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施
状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通
を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法
で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査い
たしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集
団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100
条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当
該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職

務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

平成28年５月20日

ＯＫＫ株式会社 監査役会
常 勤 監 査 役 椙 尾 茂 樹 ㊞

監 査 役 檜 垣 誠 次 ㊞

監 査 役 島 本 幸 夫 ㊞

(注) 監査役檜垣誠次及び監査役島本幸夫は、会社法第２条第16号及び第335条

第３項に定める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、財務状況や通期の業績等を総合的に勘案したう

えで、安定的かつ継続的な配当を基本方針としております。当期は、平成27年 10

月20日に創業100周年を迎えることができましたことから、普通配当に記念配当を

加え、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金４円（普通配当２円、記念配当２円）

総額316,158,208円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年６月29日（水曜日）

　
　
第２号議案 定款一部変更の件

１．変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に

施行され、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されました。

当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充

実という観点から、自ら業務執行をしない社外取締役の機能を活用することで、

中長期的な企業価値向上を図るべく、監査等委員会設置会社に移行するため、当

社定款につきまして以下のとおり所要の変更を行うものであります。

(1) 監査等委員会および監査等委員に関する規定を新設するとともに監査役会お

よび監査役に関する規定の削除を行うものであります。

(2) 経営における迅速で的確な意思決定を目的として、取締役（監査等委員であ

るものを除く。）の員数の上限を12名以内から10名以内に変更するものであり

ます。

(3) 取締役会は、法令に定める範囲内において、重要な業務執行の決定の全部ま

たは一部を取締役に委任できる旨、規定の新設を行うものであります。

(4) 取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議

があったものとみなすことを可能とする旨、規定の新設を行うものでありま

す。

(5) 上記条数の新設、変更および削除にともなう条数の変更、現行規定内容を明

確にすることその他の所要の変更を行うものであります。
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２．変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

（下線は変更箇所を示しております）

現 行 定 款 変 更 案

第１章 総 則 第１章 総 則

第１条～第３条 （条文省略） 第１条～第３条 （現行どおり）

（機 関） （機 関）
第４条 当会社は、株主総会および取締役

のほか、次の機関を置く。
第４条 当会社は、株主総会および取締役

のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会 (1) 取締役会
(2) 監査役 （削除）
(3) 監査役会 (2) 監査等委員会
(4) 会計監査人 (3) 会計監査人

第５条～第19条 （条文省略） 第５条～第19条 （現行どおり）

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会

（員 数） （員 数）
第20条 当会社の取締役は、12名以内とす

る。
第20条 当会社の取締役（監査等委員であ

るものを除く。）は、10名以内と
する。

（新設） ２ 当会社の監査等委員である取締役
は、５名以内とする。

（選任方法） （選任方法）
第21条 取締役は、株主総会において選任

する。
第21条 取締役は、監査等委員である取締

役とそれ以外の取締役とを区別し
て、株主総会において選任する。

２ （条文省略） ２ （現行どおり）
３ （条文省略） ３ （現行どおり）

（任 期） （任 期）
第22条 取締役の任期は、選任後１年以内

に終了する最終の事業年度に関す
る定時株主総会の終結の時までと
する。

第22条 取締役（監査等委員であるものを
除く。）の任期は、選任後１年以
内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終
結の時までとする。
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現 行 定 款 変 更 案

（新設） ２ 監査等委員である取締役の任期
は、選任後２年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとす
る。

（新設） ３ 任期満了前に退任した監査等委員
である取締役の補欠として選任さ
れた監査等委員である取締役の任
期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了する時までと
する。

（新設） ４ 補欠の監査等委員である取締役の
選任に係る決議が効力を有する期
間は、当該決議後２年以内に終了
する最終の事業年度に関する定時
株主総会の開始の時までとする。

第23条 （条文省略） 第23条 （現行どおり）

（取締役会の招集手続） （取締役会の招集手続）
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役

および各監査役に対し会日の３日
前までに発する。ただし、緊急の
場合は、これを短縮することがで
きる。

第24条 取締役会の招集通知は、各取締役
に対し会日の３日前までに発す
る。ただし、緊急の場合は、これ
を短縮することができる。

２ 取締役会は、取締役および監査役
の全員の同意があるときは、招集
の手続を経ないで開催することが
できる。

２ 取締役会は、取締役の全員の同意
があるときは、招集の手続を経な
いで開催することができる。

（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第25条 （条文省略） 第25条 （現行どおり）

２ （条文省略） ２ （現行どおり）
（新設） ３ 前二項のほか、取締役会において

定める取締役会規程により、他の
取締役が議長となることができ
る。
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現 行 定 款 変 更 案

（業務執行の委任）
（新設） 第26条 取締役会は、会社法第399条の13

第６項の規定により、取締役会の
決議によって重要な業務執行（同
条第５項各号に掲げる事項を除
く。）の決定の全部または一部を
取締役に委任することができる。

（取締役会の決議方法） （取締役会の決議方法）
第26条 取締役会には取締役の過半数が出

席し、その決議は出席した取締役
の過半数をもって行う。

第27条 取締役会の決議は、議決に加わる
ことができる取締役の過半数が出
席し、その過半数をもって行う。

（取締役会の決議の省略）
（新設） 第28条 当会社は、取締役（当該決議事項

について議決に加わることができ
るものに限る。）の全員が取締役
会の決議事項について書面または
電磁的記録により同意の意思表示
をしたときは、当該提案を可決す
る旨の取締役会の決議があったも
のとみなす。

（取締役会議事録） （取締役会議事録）
第27条 取締役会の議事は、その経過の要

領および結果ならびにその他法令
に定める事項について議事録に記
載し、出席した取締役および監査
役がこれに記名押印する。

第29条 取締役会の議事は、その経過の要
領および結果ならびにその他法令
に定める事項について議事録に記
載または記録し、出席した取締役
がこれに記名押印または電子署名
する。

第28条、第29条 （条文省略） 第30条、第31条 （現行どおり）

（取締役の報酬等） （取締役の報酬等）
第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務

執行の対価として当会社から受け
る財産上の利益（以下「報酬等」
という。）は、株主総会の決議を
もって定める。

第32条 取締役の報酬、賞与その他の職務
執行の対価として当会社から受け
る財産上の利益は、監査等委員で
ある取締役とそれ以外の取締役と
を区別して、株主総会の決議をも
って定める。

第31条 （条文省略） 第33条 （現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案

第５章 監査役および監査役会 第５章 監査等委員会

(員 数）
第32条 当会社の監査役は、５名以内とす

る。
（削除）

(選任方法）
第33条 監査役は、株主総会において選任

する。
（削除）

２ 監査役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権
の３分の１以上を有する株主が出
席し、その議決権の過半数をもっ
て行う。

（削除）

３ 当会社は、会社法第329条第３項
の規定に基づき、法令に定める監
査役の員数を欠くことになる場合
に備えて、株主総会において補欠
監査役を選任することができる。

（削除）

４ 前項の補欠監査役の選任に係る決
議が効力を有する期間は、当該決
議後４年以内に終了する最終の事
業年度に関する定時株主総会の開
始の時までとする。

（削除）

(任 期）
第34条 監査役の任期は、選任後４年以内

に終了する最終の事業年度に関す
る定時株主総会の終結の時までと
する。

（削除）

２ 任期満了前に退任した監査役の補
欠のため選任された監査役の任期
は、前任者の残任期間とする。た
だし、前条第３項により選任され
た補欠監査役が監査役に就任した
場合は、当該 補欠監査役として
の選任後４年以内に終了する最終
の事業年度に関する定時株主総会
の終結の時を超えることができな
いものとする。

（削除）
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現 行 定 款 変 更 案

（常勤の監査役） （常勤の監査等委員）
第35条 監査役会は、その決議をもって常

勤の監査役を選定する。
第34条 監査等委員会は、その決議をもっ

て常勤の監査等委員を選定するこ
とができる。

（監査役会の招集手続） （監査等委員会の招集手続）
第36条 監査役会の招集通知は、各監査役

に対し会日の３日前までに発す
る。ただし、緊急の場合は、これ
を短縮することができる。

第35条 監査等委員会の招集通知は、各監
査等委員に対し会日の３日前まで
に発する。ただし、緊急の場合
は、これを短縮することができ
る。

２ 監査役会は、監査役の全員の同意
があるときは、招集の手続を経な
いで開催することができる。

２ 監査等委員会は、監査等委員の全
員の同意があるときは、招集の手
続を経ないで開催することができ
る。

（監査役会の決議方法） （監査等委員会の決議方法）
第37条 監査役会の決議は、法令に別段の

定めがある場合を除き、監査役の
過半数をもって行う。

第36条 監査等委員会の決議は、議決に加
わることができる監査等委員の過
半数が出席し、その過半数をもっ
て行う。

（監査役会議事録） （監査等委員会議事録）
第38条 監査役会の議事は、その経過の要

領および結果ならびにその 他法
令に定める事項について議事録に
記載し、出席した監査役がこれに
記名押印する。

第37条 監査等委員会の議事は、その経過
の要領および結果ならびにその他
法令に定める事項について議事録
に記載または記録し、出席した監
査等委員がこれに記名押印または
電子署名する。

（監査役会規程） （監査等委員会規程）
第39条 監査役会に関する事項は、法令ま

たは本定款のほか、監査役会にお
いて定める監査役会規程による。

第38条 監査等委員会に関する事項は、法
令または本定款のほか、監査等委
員会において定める監査等委員会
規程による。

(監査役の報酬等）
第40条 監査役の報酬等は、株主総会の決

議によって定める。
（削除）
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(監査役の責任限定契約）
第41条 当会社は、会社法第427条第１項

の規定に基づき、監査役との間
に、任務を怠ったことによる損害
賠償責任を限定する契約を締結す
ることができる。ただし、当該契
約に基づく責任の限度額は、法令
に定める最低責任限度額とする。

（削除）

第42条～第45条 （条文省略） 第39条～第42条 （現行どおり）
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役８名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、

当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会

設置会社へ移行します。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）６名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）は次のとおりであります。

番号
氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および
重要な兼職の状況

所有する当
社株式の数

１

みや じま よし つぐ

宮 島 義 嗣
(昭和35年10月24日生)

昭和59年４月 当社入社

30,000株

平成19年７月 技術本部技術開発部長

平成23年４月 執行役員技術本部長

平成23年６月 取締役執行役員技術本部長

平成25年４月 取締役上席執行役員技術本部長

平成27年４月 代表取締役社長

平成28年４月 代表取締役社長生産本部長

　 現在に至る

[取締役候補者とした理由]

宮島義嗣氏は、入社以来、長きにわたり技術開発部門に携わり、豊

富な経験と知識で主力製品である工作機械の開発を率いてきました。

加えて、信条である現場主義を活かした経営判断で、当社の企業価

値をさらに向上させる経営者として適任であると判断し、取締役候

補者といたしました。

２

はま べ よし お

浜 辺 義 男
(昭和31年８月31日生)

昭和55年４月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな

銀行）入行

13,000株

平成18年６月 同行執行役員融資部長

平成20年４月 同行常務執行役員審査部長

平成22年４月 同行常務執行役員大阪営業部長

平成24年４月 ジェイアンドエス保険サービス株式会

社取締役社長

平成25年４月 同社顧問

平成25年６月 当社常勤監査役

平成26年６月 取締役常務執行役員猪名川製造所長兼

管理本部長

平成27年４月 代表取締役専務執行役員経営企画室長

　 現在に至る

[取締役候補者とした理由]

浜辺義男氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、企業財務に関する

高い見識を有しており、当社監査役を経て取締役に就任以来、当社

の発展のため、様々な施策を講じております。これらの実績から、

実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する経営者として適任

であると判断し、取締役候補者といたしました。
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番号
氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および
重要な兼職の状況

所有する当
社株式の数

３

もり もと よし ひで

森 本 佳 秀
(昭和37年９月９日生)

昭和62年４月 当社入社

75,000株

平成19年４月 生産本部生産技術部長

平成20年５月 OKK USA CORPORATION社長

平成24年１月 当社執行役員生産本部副本部長兼製造

部長

平成24年６月 取締役執行役員生産本部長兼製造部長

平成25年４月 取締役上席執行役員生産本部長

平成25年10月 取締役上席執行役員営業本部長

平成27年４月 取締役常務執行役員営業本部長

平成27年５月 取締役常務執行役員営業本部長兼海外

営業部長

平成28年４月 取締役常務執行役員営業本部長

　 現在に至る

[取締役候補者とした理由]

森本佳秀氏は、入社以来、長きにわたり生産部門を担当し、海外子

会社社長や営業部門の責任者を歴任しております。その幅広い経験

から得た多面的な視点と見識を経営に活かすことができると判断し、

取締役候補者といたしました。

４

みち おか こう じ

道 岡 幸 二
(昭和31年10月31日生)

昭和54年４月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな

銀行）入行

16,000株

平成15年１月 同行高槻支店長

平成18年８月 りそな決済サービス株式会社執行役員

大阪支店長

平成20年６月 当社内部監査室長

平成21年10月 管理本部企画管理部長

平成24年７月 執行役員管理本部企画管理部長

平成25年４月 上席執行役員管理本部企画管理部長

平成27年４月 上席執行役員猪名川製造所長兼管理本

部長兼企画管理部長

平成27年６月 取締役上席執行役員猪名川製造所長兼

管理本部長兼企画管理部長

平成27年７月 取締役上席執行役員猪名川製造所長兼

管理本部長

　 現在に至る

[取締役候補者とした理由]

道岡幸二氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、企業財務の豊富な

経験と専門的見識を有しております。当社においては、主に管理部

門の責任者として経営計画の管理と財務体質の強化に貢献しており、

これらの経験と見識を経営に活かすことができると判断し、取締役

候補者といたしました。
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番号
氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および
重要な兼職の状況

所有する当
社株式の数

５

おお にし けん じ

大 西 賢 治
(昭和36年10月18日生)

昭和61年４月 当社入社

5,000株

平成23年４月 技術本部技術開発部長

平成26年６月 執行役員技術本部副本部長兼技術開発

部長

平成27年４月 執行役員技術本部長兼技術開発部長

平成27年６月 取締役上席執行役員技術本部長兼技術

開発部長

　 現在に至る

[取締役候補者とした理由]

大西賢治氏は、入社以来、長きにわたり技術開発部門に携わり、研

究開発に取り組んでまいりました。当社の持続的な成長を図るため、

主に製品開発の側面から、これらの経験と知識を経営に活かすこと

ができると判断し、取締役候補者といたしました。

６

こん どう ただ お

近 藤 忠 夫
(昭和19年４月12日生)

【社外】

昭和48年４月 日本触媒化学工業株式会社（現株式会

社日本触媒）入社

0株

平成12年６月 日宝化学株式会社代表取締役社長

平成15年６月 株式会社日本触媒常務取締役

平成16年６月 同社代表取締役副社長

平成17年４月 同社代表取締役社長

平成23年４月 同社代表取締役会長

平成23年６月 同社取締役会長

平成24年６月 同社相談役

平成25年６月 当社取締役

　 現在に至る

(重要な兼職の状況)

株式会社日本触媒 相談役

[社外取締役候補者とした理由]

近藤忠夫氏は、経営者としての豊富な実績と見識を有しており、当

社経営に対し幅広い観点からの助言をいただくため、引き続き社外

取締役候補者といたしました。なお、同氏が社外取締役に就任して

からの年数は、本総会の終結の時をもって３年となります。

(注) 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2. 近藤忠夫氏は社外取締役候補者であります。

3. 近藤忠夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしてお

り、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出ております。

4. 当社は、社外取締役近藤忠夫氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任

について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契

約（責任限定契約）を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額

は、法令で定める最低責任限度額であります。同氏の選任が承認された場合

は、当社は同氏との間で同契約を継続する予定であります。
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第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員

会設置会社へ移行します。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任を

お願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

番号
氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および
重要な兼職の状況

所有する当
社株式の数

１

すぎ お しげ き

椙 尾 茂 樹
(昭和28年３月17日生)

【新任】

昭和50年４月 当社入社

32,000株

平成16年10月 技術本部技術開発部長

平成19年６月 取締役技術本部長

平成20年６月 取締役執行役員技術本部長

平成23年４月 取締役執行役員営業本部マーケティン

グ戦略室長

平成25年４月 取締役上席執行役員営業本部マーケテ

ィング戦略室長

平成25年６月 常勤監査役

　 現在に至る

[取締役候補者とした理由]

椙尾茂樹氏は、長年にわたり当社開発部門に携わり、当社取締役と

しての経験から当社業務に精通しております。常勤監査役に就任以

降は、中立的かつ客観的な視点から監査を実施しており、これらの

経験と実績から、監査等委員である取締役候補者といたしました。

２

ひ がき せい じ

檜 垣 誠 次
(昭和25年４月30日生)

【社外】【新任】

昭和56年４月 弁護士登録

0株

鎌倉利行法律事務所入所

昭和61年４月 鎌倉利行法律事務所パートナー

鎌倉・檜垣法律事務所に名称変更

平成18年６月 当社監査役

平成23年４月 鎌倉・檜垣法律事務所代表就任

　 現在に至る

[社外取締役候補者とした理由]

檜垣誠次氏は、弁護士として高い見識を有し、直接企業経営に関与

された経験はありませんが、企業法務の実務に長年携わっており、

また、これまでの当社社外監査役としての実績を踏まえ、監査等委

員である社外取締役候補者といたしました。
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番号
氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および
重要な兼職の状況

所有する当
社株式の数

３

み うら よし ひろ

三 浦 善 弘
(昭和40年12月31日生)

【社外】【新任】

平成３年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法

人トーマツ）入社

0株

平成６年10月 公認会計士登録

平成20年10月 デロイトトーマツFA株式会社（現デロ

イトトーマツファイナンシャルアドバ

イザリー合同会社）入社

平成27年５月 公認会計士三浦善弘事務所開設

平成27年６月 公認不正検査士登録

平成27年８月 MYKアドバイザリー株式会社設立

代表取締役就任

　 現在に至る

（重要な兼職の状況）

MYKアドバイザリー株式会社 代表取締役

[社外取締役候補者とした理由]

三浦善弘氏は、公認会計士としての企業会計に関する幅広い知識と

豊富な経験があり、また、M&A関連の資産調査と不正調査を主とした

コンサルティング業務に精通する専門家としての高い見識を有して

おり、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

(注) 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2. 椙尾茂樹、檜垣誠次、三浦善弘の３氏は新任の取締役候補者であります。

3. 檜垣誠次および三浦善弘の両氏は社外取締役候補者であります。

4. 檜垣誠次氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしてお

り、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出ております。また、三浦

善弘氏についても同要件を満たしており、選任が承認された場合、独立役員

として同取引所に届け出る予定であります。

5. 当社は、本総会終結後に監査等委員である取締役との間で、会社法第423条

第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任

を限定する旨の契約（責任限定契約）を締結する予定です。当該契約に基づ

く賠償の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。
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第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員

会設置会社へ移行します。つきましては、監査等委員である取締役が法令に定め

る員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名の

選任をお願いするものであります。

なお、監査等委員である取締役就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取

締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきま

す。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

にし の ひろ ふみ

西 野 弘 一
(昭和34年２月１日生)

【社外】【新任】

平成５年４月 弁護士登録

0株

塚口法律事務所入所

平成10年４月 西野弘一法律事務所開設

平成13年５月 田渕・西野法律事務所開設

平成18年６月 補欠の監査役

　 現在に至る

[社外取締役候補者とした理由]

西野弘一氏は、弁護士として高い見識を有しており、直接企業経営に関与

された経験はありませんが、企業法務の実務に長年携わっていることから、

当社の監査業務を適切に遂行していただけるものと判断し、補欠の監査等

委員である社外取締役候補者といたしました。

(注) 1. 西野弘一氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

2. 西野弘一氏は新任の取締役候補者であります。

3. 西野弘一氏は、当社と顧問契約を締結しており、契約に基づく相当額の報酬

を支払っております。

4. 当社は、本総会終結後に監査等委員である取締役との間で、会社法第423条

第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任

を限定する旨の契約（責任限定契約）を締結する予定です。当該契約に基づ

く賠償の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。西野弘一氏が

監査等委員である社外取締役に就任された場合は、当社は同氏との間で同契

約を締結する予定であります。
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第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

当社の取締役の報酬等の額は、平成20年６月27日開催の第150回定時株主総会に

おいて、年額２億円以内とご決議いただき今日に至っておりますが、第２号議案

「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いた

します。つきましては現在の取締役の報酬等の額に関する定めを廃止し、取締役

（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を経済情勢等諸般の事情も考慮

して、年額２億円以内（うち社外取締役分3,000万円以内）と定めることとさせて

いただきたく存じます。

なお、上記取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま

ないものといたしたいと存じます。

現在の取締役の人数は８名、第３号議案が原案どおり承認可決されました場合

は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は６名となります。

第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員

会設置会社へ移行いたします。つきましては監査等委員である取締役の報酬等の

額を経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額5,000万円以内と定めることとさせて

いただきたく存じます。

第４号議案が原案どおり承認可決されました場合は、監査等委員である取締役

は３名となります。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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［ご参考］

社 是

誠 実

経 営 理 念

◎顧客第一：顧客の信頼と期待に応える品質とサービスを提供する。

◎社会的責任：地球環境と人類社会の調和と発展に貢献する。

◎価値の提供：技術を革新し新しい価値を創造する。

　
コーポレートガバナンスの基本的な考え方

　当社は、株主及び投資家、地域社会、取引先、従業員等の各ステークホル

ダーとの間の良好な関係を保ちながら、コーポレートガバナンスの充実に努

め、次の100年を目指せる企業体にしていきます。当社の意思決定の透明性・

公正性を確保して実効的なコーポレートガバナンスを実現していきます。

　当社コーポレートガバナンス・ガイドラインの内容は、当社ウェブサイト

(http://www.okk.co.jp/company/governance.html)に掲載しております。
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第158回定時株主総会会場ご案内図
　

会 場 兵庫県伊丹市宮ノ前二丁目２番２号

伊丹商工プラザ６階 マルチメディアホール

（午前９時30分 受付開始）

交 通 ●ＪＲ伊丹駅から徒歩約８分

●阪急伊丹駅から徒歩約７分

会場の近くに市営駐車場がありますが、有料とな

ります。

※会場建物内は禁煙となっておりますので、ご了承のほどお願いいたします。

(ご照会先) 　ＯＫＫ株式会社 総務課

　〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番地１

　電話 072-782-5121
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