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ＯＫＫ株式会社
証券コード：6205

第162回

定時株主総会
招集ご通知

2020年６月30日（火曜日）
午前10時（受付開始 午前９時30分）

開催
日時

兵庫県伊丹市中央六丁目２番33号
伊丹シティホテル ３階 光陽の間

開催
場所

※�会場が昨年と異なりますので、ご来場の際は、
末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間
違えのないようにご注意ください。

　新型コロナウイルスの感染リスクを避けるた
め、株主総会にご来場の株主様は、ご自身の体
調をご確認いただき、マスク着用など感染防止
にご配慮賜りますようお願い申し上げます。
　なお、今後の状況により株主総会の運営に
大きな変更が生ずる場合は、以下のウェブサイ
トでお知らせいたしますのでご確認ください。
https://www.okk.co.jp/

本年より、株主総会ご出席に伴うお土産の配布は取り止
めとさせていただくこととなりました。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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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
(https://www.okk.co.jp/company/governance.html)に掲載しておりま
す。

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。
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証券コード 6205
2020年６月15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162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。
さて、当社第162回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、事前に書面により議決権をご行使いただく
こともご検討くださいますようお願い申し上げます。
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、2020年６月29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 2020年６月30日（火曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）
２．場 所 兵庫県伊丹市中央六丁目２番33号 伊丹シティホテル ３階 光陽の間

会場変更 会場が昨年と異なりますので、ご来場の際は、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、
お間違えのないようにご注意ください。

３．目的事項
報 告 事 項 １．第162期（2019年４月１日から2020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等委員会の第162期連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

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（https://www.okk.co.jp/）に掲載いたしますの
でご了承ください。
○新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主総会にご来場の株主様は、ご自身の体調をご確認いただ
き、マスク着用など感染防止にご配慮賜りますようお願い申し上げます。
○本株主総会会場におきましては、当社役員および運営スタッフもマスクを着用させていただく予定であり、ア
ルコール消毒液の設置など、感染予防措置を講じてまいります。
○例年、株主総会終了後、同会場において会社説明会を開催しておりましたが、本年は中止とさせていただきま
す。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
○本年より、株主総会ご出席に伴うお土産の配布は取り止めとさせていただくこととなりました。何卒、ご理解
くださいますようお願い申し上げます。
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事 業 報 告（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
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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
当連結会計年度における世界経済は、長期化する米中の貿易摩擦による影響、英国のEU離脱などの地政学的
リスク、さらには新型コロナウイルス感染症の世界的な流行による経済活動の停滞など、先行きの不透明感がさ
らに高まり、厳しい状況が続きました。
北米・欧州・アジアの主要３極すべての地域において自動車関連を中心とした低迷などから、一層の冷え込み
がみられ、我が国経済においても、先行きの不透明さから設備投資の先送りなど、低調な状態が続きました。

このような状況下、当社グループでは積極的な経営改革に取り組み、委任型執行役員制度により「取締役によ
る意思決定および監督機能」と「業務執行機能」を分離させ業務執行責任の明確化、意思決定の迅速化を図り、
また、顧客サービス強化のために営業本部に属していたカスタマーサポート部を独立させ取締役直轄とする機構
改革を行いました。６月には海外での営業活動においてMethods Machine Tools社を北米販売店網の主力に据
え、販売力の強化を図るなどさまざまな施策を講じました。

主力の工作機械部門において、４月に東京で開催されたINTERMOLD 2019（第30回金型加工技術展）に、
高精度・高品位な加工を実現する立形マシニングセンタVB53αを出展し、また９月にはドイツのハノーバーで
開催されたEMO Hannover 2019（国際金属加工見本市）に中大物部品の量産などに適した高速、高能率加工
が可能な横形マシニングセンタHM6300、航空機部品加工などに適した5軸制御マシニングセンタVC-X500、
金型、一般部品加工からチタンなどの難削材の加工まで対応する立形マシニングセンタVM53Rの３機種を出展
するなど更なる拡販に努めました。
また、10月に名古屋で開催されたメカトロテックジャパン 2019には高速・高効率で工程集約が可能な5軸制
御立形マシニングセンタVC-X350などを出展し、当社の技術力をアピールしました。

上記施策に全社を挙げ取り組んだ効果により、営業利益については2019年11月13日に公表しました数値を上
回る131百万円を見込んでおりました。
一方で、現在の当社は先般の工作機械業界における空前の好景気においてもその波に乗れず、地政学的リスク
や経済活動の停滞による急激な在庫の増加など、市況の変化への対応が常に後手に回っている会社の仕組みとし
ての構造的な問題を抱えている状況にあります。
そこで、①旧態依然とした縦割組織体制の弊害の撤廃、従業員個々のスキルアップを目指したチーム制の導入
と、情報集約・チームコントロールを目的とした統轄本部の新設、②生産リードタイムの短縮を目指した生産方
式の変更、③販売拠点の見直しとサービス体制(拠点)の更なる強化、④収益力改善と開発体制強化のための機種
統廃合、を柱とした構造改革を２月から検討開始し、その構造改革費用として売上原価等に420百万円を見込ん
だため、営業損失は290百万円となりました。
加えて、昨今の経営環境の悪化に伴い、収益性の低下に鑑み固定資産の減損処理を行ったことで親会社株主に
帰属する当期純損失が拡大することとなりました。
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以上の結果、売上高は21,346百万円（前連結会計年度比19.3％減）となり、営業損失は290百万円（前連結
会計年度は営業利益814百万円）、経常損失は430百万円（前連結会計年度は経常利益703百万円）、親会社株主
に帰属する当期純損失は9,622百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益577百万円）となり
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 20,064
百万円

△20.4
％

94.0
％

そ の 他 1,282 1.0 6.0

合 計 21,346 △19.3 100.0
(う ち 海 外) (8,374) (△17.8) (39.2)

●工作機械
国内は部品販売に注力しましたが、先行きの不透明さによる設備投資の先送りなどから売上高は11,698百
万円（前連結会計年度比22.3％減）となりました。海外についても、自動車関連の低迷などから売上高は
8,365百万円（前連結会計年度比17.4％減）となりました。
この結果工作機械全体の売上高は20,064百万円（前連結会計年度比20.4％減）となりました。
●その他
売上高1,282百万円（前連結会計年度比1.0％増）、セグメント利益は71百万円（前連結会計年度比49.3％
増）となりました。

２．設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました設備投資等の総額は1,012百万円であり、主なものは次のとおりで
あります。
当連結会計年度中に完成した主要設備
・大型環境試験室の設置、部品倉庫の建築、機械設備更新、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

当連結会計年度継続中の主要設備の新設、拡充
・機械設備更新と保全、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

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７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、当連結会計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。
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売上高

23,642

第159期 第160期 第161期

26,621

第162期

26,464

経常利益又は経常損失
（単位：百万円） （単位：百万円）

第159期 第160期 第161期 第162期

親会社株主に帰属する
当期純利益又は当期純損失

（単位：百万円）

△410

第159期 第160期 第161期

352

第162期

577

△443

493
703

△9,622△430

21,346

４．財産および損益の状況の推移

区 分
第159期

（2016年４月から
2017年３月まで）

第160期
（2017年４月から
2018年３月まで）

第161期
（2018年４月から
2019年３月まで）

第162期(当期)
（2019年４月から
2020年３月まで）

売 上 高
百万円

23,642 26,621 26,464 21,346

経常利益又は経常損失
百万円

△443 493 703 △430

親会社株主に帰属する当
期純利益又は当期純損失

百万円
△410 352 577 △9,622

１株当たり当期純利益
又 は 当 期 純 損 失

円
△51.91 44.59 73.09 △1,217.92

総 資 産
百万円

50,648 49,505 49,314 35,217

純 資 産
百万円

21,238 21,360 21,521 11,616

(注) 1. １株当たり当期純利益又は当期純損失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。
2. 当社は、2017年10月１日付で普通株式10株を１株の割合で株式併合を行っております。第159期の期初に当該株式併合
が行われたと仮定して１株当たり当期純利益又は当期純損失を算出しております。

3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年２月16日)等を第161期の期首から適用して
おり、第159期および第160期の総資産の額については、当該会計基準等を遡及して適用した後の数値を記載しておりま
す。
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５．対処すべき課題
【新たな中長期経営計画「Re;Neo Challenge － リ；ネオ チャレンジ － 」の推進】
当社グループでは、次の50年・100年を見据えて、2016年に中長期経営計画を発表し実行して参りました。
しかし、そこで思うような成果をあげることができず、先般の工作機械業界における空前の好景気においても当
社のみがその波に乗ることができない結果となりました。その理由として、当初想定していなかった新基幹シス
テムの諸問題の発生が挙げられますが、根本的な原因は、旧態依然とした縦割組織体制の弊害にあるとの結論に
至りました。
そこで、この構造的な問題を根本から解決するために、今回、まずは構造改革を最優先で実施し、その効果を
中長期経営計画に盛り込む形で見直しました。今後、早期に新体制を軌道に乗せた上で計画の遂行を図って参り
ます。
１）新たな中長期経営計画の概要
新たな中長期経営は2020年度から2025年度までの６年間をその計画期間としておりますが、2020年度から
2023年度までの４年間は「再生フェーズ（Re;Neo Challenge 8）」、続く２年間を「成長フェーズ（Re;Neo
Challenge 400）」と区分した上で、それぞれの計画期間において次の目標および方針を設定いたしました（本
来であれば「再生フェーズ」は３年間とするところですが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して４年間
としています）。
①構造改革～再生フェーズ
精度の低い見込みによる売上・生産方針を見直し、 身の丈に合った売上高で安定的に利益を生み出すこ
とができる筋肉質な収益構造を構築するために、構造改革を実施します。具体的には、各種費用の削減およ
び、本体売上からサービス売上への利益の源泉のシフトを進めることで、損益分岐点の引き下げを図りま
す。
［経営数値目標］
・売上高260億円、粗利益率29.0%、営業利益率8.0%
［方針］
・構造改革の実施と早期完了
・生産力およびアフターサービス強化による収益力向上
・顧客満足度の向上
・技術開発力の強化

②成長フェーズ
成長フェーズでは、再生フェーズで構築した生産基盤をもとに、更なる効率化、業務改善を図って参りま
す。それと同時に、工作機械業界は飽和市場ではなく今後も成長が見込める業界であるため、連結子会社
（大豊機工㈱、OKK Machinery (THAILAND) Co., Ltd.）の工場増設によって、合計で2023年度比1.5倍
以上の生産能力の増強を図り、連結売上高の増加を実現します。
［経営数値目標］
・売上高400億円、粗利益率29.5%、営業利益率9.0%

２）構造改革の概要
2020年度から実施の「再生フェーズ」における最優先課題である構造改革の概要につきましては次の通りで
す。
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①チーム制を導入
・機械形態ごとにチームを編成し、そのチームで商談から機械据付までを一気通貫で対応します。
・商談時からチーム(営業・技術・生産部門の混合)で対応し、機械仕様を決定します。同時に在庫確認や生
産計画を行うことによって、顧客が要求する機械を最短かつ適正価格で提供するなど、これまで以上に顧
客に寄り添った対応を行います。

②統轄本部の新設
・チームを管理運営する上で必要な本部機能を統轄本部に移管し、各チームへの指示・命令は統轄本部が強
力に行います。

・情報を集約することにより、経営状態の早期把握を実現します。
③新褒賞金制度の導入
・チームおよび各従業員に対し、各自の貢献度に連動する褒賞金制度を導入します。

３）重点施策
計画を達成するために「製品品質」や「収益力」の向上、「アフターサービス」や「技術力」の強化等、11の
重点施策を掲げ、各部門それぞれに取り組み内容を決めて実行していきます。取り組み内容は、市場環境・計画
の進捗等を考慮して定期的に見直しを行い、各フェーズの到達目標値を達成していきます。
４）各フェーズの到達目標
各フェーズにおける到達目標は以下の通りです（新型コロナウイルス感染症による受注不振は2020年度いっ
ぱい続き、来年度より徐々に受注が回復する前提で作成した目標になっております）。

区 分 2019年度末
(162期)

再生フェーズ
(2020年度～2023年度)

成長フェーズ
(2024年度～
2025年度)

2020年度
(163期)

2021年度
(164期)

2022年度
(165期)

2023年度
(166期)

2025年度
(168期)

売 上 高 百万円 21,346 15,000 19,000 24,000 26,000 40,000
営 業 利 益 百万円 △290 △3,100 90 1,200 2,080 3,600
営 業 利 益 率 ％ △1.4 △20.7 0.5 5.0 8.0 9.0
(注) 1. 2019年度において構造改革費用を計上したため営業損失となり、加えて、昨今の経営環境の悪化に伴い、収益性の低下に

鑑み将来キャッシュフローの見直しを実施し固定資産の減損処理を行ったことで親会社株主に帰属する当期純損失が拡大
することとなりました。

2. 2020年度も新型コロナウイルス感染症の影響による受注の大幅減により利益が計上できない予想となっておりますが、中
長期経営計画の推進により2021年度には利益を確保できるよう努力して参ります。

５）今後の見通し
今後の見通しといたしましては、世界経済においては、米中の貿易摩擦の影響や新型コロナウイルス感染症の
拡大により依然として先の見通せない状況が続くと思われ、世界的な景気後退局面の進行が想定される中、国
内、国外ともに設備投資には慎重な状況が続くと予想されますので、サービス強化による売上高の増加に重点を
置いて参ります。
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また、新型コロナウイルス感染症が終息した後の産業構造は、急速なサプライチェーンの再構築、自動化・省
人化がより一層進むと考えられていますので、工程集約型である5軸制御マシニングセンタの製品力強化、自動
化・省人化対応製品の拡充、補正技術やNetMonitorなどのソフトウェアによる支援機能の充実で受注の拡大も
図って参ります。
当社グループを取り巻く経営環境は、今後も不透明感の強い状況が続くものと予想されますが、全社一丸とな
って中長期経営計画「Re;Neo Challenge － リ；ネオ チャレンジ － 」を推進することにより、安定的な収
益を確保できる体制を構築し、早期の業績回復と復配を目指して参る所存であります。

中長期経営計画「Re;Neo Challenge － リ；ネオ チャレンジ － 」の詳細につきましては当
社ホームページ（https://www.okk.co.jp/）をご参照ください。

６．重要な子会社の状況（2020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

OKK Machinery
(THAILAND) Co.,Ltd.

百万タイバーツ
232 97.4

(0.1)
工作機械の一部の製造・販売および
技術サービス

(注) 当社の出資比率の( )内は、間接所有割合で内数であります。

７．主要な事業内容（2020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
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８．主要な営業所および工場（2020年３月31日現在）
①当社の主要な営業所および工場

名 称 所在地
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 大韓民国ソウル特別市
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

　（このほか国内各地に営業所を８カ所設置しております。）

②当社子会社の主要な営業所および工場
名 称 所在地

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
OKK Machinery
(THAILAND) Co.,Ltd. タイ国バンコク都

９．従業員の状況（2020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

782名 増減なし

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

517名 ４名増 40.4歳 14.9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72
名、当社の臨時従業員53名は含まれておりません。
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10．主要な借入先（2020年３月31日現在）
借入先 借入金残高

株式会社りそな銀行 2,470 百万円

株式会社みずほ銀行 1,160
株式会社西日本シティ銀行 820

11．その他企業集団の現況に関する重要な事項
【継続企業の前提に関する重要事象等】
当社グループは、当連結会計年度において、昨今の経営環境の悪化に伴い、収益性の低下に鑑み固定資産の減
損処理を実施しましたことから、親会社株主に帰属する当期純損失が9,622百万円の結果となりました。この結
果、連結貸借対照表の純資産の部は11,616百万円となり、前連結会計年度末との比較で9,904百万円の減少と
なっております。これにより、当社が金融機関との間で締結しているコミットメントライン契約およびタームロ
ーン契約の財務制限条項（各年度の決算期及び第２四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部
の金額を前年同期比75％以上に維持する。）に抵触しております。
世界経済は、長期化する米中貿易摩擦の影響、中国の経済成長率の鈍化、欧州やその他地域の地政学的リスク
により、景気後退の局面の進行が想定されるため、工作機械の受注動向は大変厳しい状況にあります。加えて、
新型コロナウイルス感染症の拡大により、全世界において「人・モノ・カネ」の経済活動が完全に停滞する状況
となっておりますことから、2021年３月期の当社グループの連結業績予想は、受注環境の大幅悪化を織込む形
で、通期売上高15,000百万円、営業損失3,100百万円、経常損失3,200百万円としております。
これらのことから、当社グループは、継続企業の前提に疑義を生じさせる事象が存在しておりますが、その対
応策として下記の取組を実行しております。
まず、前記「５．対処すべき課題」にて記載の通り、新たな中長期経営計画（Re;Neo Challenge － リ；ネ
オ チャレンジ －）を対外公表しております。当社グループの長年の問題であった市況の変化の対応が後手に回
る構造的な問題を解決するために、旧態依然とした縦割組織体制の弊害撤廃、従業員個々のスキルアップを目指
したチーム制の導入、情報集約、チームコントロールを目的とした統轄本部の新設、生産リードタイムの短縮を
目指した生産体制の変更、販売拠点の見直しとサービス体制（拠点）の更なる強化、収益力改善と開発体制の強
化のための機種統廃合を柱とした構造改革を実行に移しております。これにより、精度の低い見込みによる売
上・生産体制からの脱却により、身の丈に合った売上でも利益を生み出すことができる収益構造への転換を図り
ます。2021年３月期は、大幅な営業損失の計画ですが、新型コロナウイルス感染症の鎮静化と受注環境が改善
すると見込まれる2022年３月期は、90百万円の営業利益を計上し、再生フェーズの最終事業年度（2024年３
月期）には、営業利益を2,080百万円とする計画です。
つぎに、当社が金融機関と締結しているコミットメントライン契約及びタームローン契約が財務制限条項に抵
触している件ですが、すでに関係金融機関と綿密な協議を進めており、当社が実行する中長期経営計画にも一定
の評価をいただいていることから、参加金融機関から期限の利益の請求喪失の権利放棄の同意をほぼ得ている状
況です。
加えて、2021年３月期の当社グループの連結業績予想に対処する手元流動性資金の確保については、「連結計
算書類［重要な後発事象に関する注記］」に記載しております通り、新たな資金調達をすでに実行しております
とともに、主要取引金融機関をはじめとする金融機関とは、引き続き綿密な関係を構築しており、資金調達に対
する不安はありません。
以上より、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
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２ 会社の株式に関する事項（2020年３月31日現在）
１．発行可能株式総数 24,000,000株

２．発行済株式総数 8,146,556株
（自己株式232,307株を含む。）

３．株主数 7,248名

４．大株主
株主名 持株数 持株比率

ＯＫＫ取引先持株会 508
千株

6.43
％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 406 5.14

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 216 2.73

株式会社りそな銀行 169 2.14

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 163 2.06

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/
JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND 146 1.85

ＯＫＫ会持株会 125 1.59

ＯＫＫ従業員持株会 117 1.49

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 110 1.39

安谷屋 恵正 100 1.27

(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232千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。なお、自己株式には役員向け株式給
付信託が保有する当社株式15千株は含まれておりません。
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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

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 宮 島 義 嗣 技術本部・品質保証部担当

代 表 取 締 役 浜 辺 義 男 専務執行役員猪名川製造所長兼経営企画室長
兼管理本部・輸出管理部担当

取 締 役 森 本 佳 秀 常務執行役員営業本部長兼カスタマーサポート部長
兼生産本部担当

取 締 役 古 川 実
日立造船株式会社 相談役
池田泉州ホールディングス株式会社 社外取締役
ユニチカ株式会社 社外取締役

取 締 役 大 栗 育 夫 株式会社長谷工コーポレーション 代表取締役会長

取 締 役
(常勤監査等委員) 道 岡 幸 二

取 締 役
(監 査 等 委 員) 三 浦 善 弘 ＭＹＫアドバイザリー株式会社 代表取締役

公認会計士

取 締 役
(監 査 等 委 員) 岡 田 祐 輝

弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー
弁護士
日世株式会社社外監査役

(注) 1. 取締役古川実および大栗育夫、監査等委員である取締役三浦善弘および岡田祐輝の４氏は、社外取締役であります。
2. 監査等委員である取締役三浦善弘氏は、公認会計士の資格を有しており、豊富な海外での勤務経験ならびに財務および会
計に関する相当程度の知見を有しております。

3. 当社は、取締役古川実、大栗育夫、監査等委員である取締役三浦善弘および岡田祐輝の４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。

4. 監査等委員会の監査の実効性を高めるため、道岡幸二氏を常勤の監査等委員として選定し、情報収集その他内部統制部門
との連携を強化するものであります。

5. 取締役古川実および大栗育夫、監査等委員である取締役三浦善弘および岡田祐輝の４氏の重要な兼職先と当社との間には、
重要な関係はありません。
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２．当事業年度中の取締役の異動
①就任
2019年６月26日開催の第161回定時株主総会において、大栗育夫氏が取締役に、道岡幸二氏が監査等委
員である取締役に選任され、就任いたしました。
②退任
2019年６月26日開催の第161回定時株主総会の終結の時をもって、取締役道岡幸二、大西賢治、桃井良
和、近藤忠夫の４氏が任期満了により、監査等委員である取締役椙尾茂樹氏が辞任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

森 本 佳 秀 取締役常務執行役員営業本部長
兼カスタマーサポート部長

取締役常務執行役員営業本部長
兼OKK USA CORPORATION
担当

2019年４月１日

宮 島 義 嗣 代表取締役社長
技術本部・品質保証部担当 代表取締役社長 2019年６月26日

浜 辺 義 男
代表取締役専務執行役員
猪名川製造所長兼経営企画室長
兼管理本部・輸出管理部担当

代表取締役専務執行役員
経営企画室長兼品質保証部担当 2019年６月26日

森 本 佳 秀
取締役常務執行役員営業本部長
兼カスタマーサポート部長
兼生産本部担当

取締役常務執行役員営業本部長
兼カスタマーサポート部長 2019年６月26日

(注) 2020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 代表取締役社長営業本部・技術本部・品質保証部担当
　 浜辺義男 代表取締役専務執行役員猪名川製造所長兼経営企画室長兼管理本部担当
　 森本佳秀 取締役常務執行役員生産本部長兼カスタマーサポート部担当

３．責任限定契約の内容の概要
当社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）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．取締役の報酬等の総額
区 分 人 員 報酬等の総額

取締役(監査等委員を除く) ９名 78百万円
(うち社外取締役) (３名) (10百万円)
取締役(監査等委員) ４名 24百万円
(うち社外取締役) (２名) (10百万円)

(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. 上記報酬等の額には譲渡制限付き株式の付与による報酬額として、５百万円（取締役(監査等委員を除く)４百万円、取締役
(監査等委員)１百万円）を含んでおります。

3. 上記の人数には2019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４名、監査等委員１名を含んでおり
ます。

【ご参考：取締役報酬額の算定方法の決定方針】
コーポレートガバナンスに基づく取締役報酬額の算定方法の決定方針は、以下の通りとなります。
1. 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)及び執行役員の報酬は、業績の反映と株主との価値の共有という観点から、月
額報酬、株式報酬(持株口)、役員賞与、業績連動報酬、株式報酬(業績連動口)から構成しております。

2. 株式報酬(持株口)は、当社株式にて支給します。
3. 役員賞与は、株主との価値の共有に基づき、配当を実施した年度に限り報酬として支払います。
4. 業績連動報酬は、取締役を対象とし、営業利益の公表数値を達成した場合、役職毎に定めた割合の加算額を月額報酬に加
算して支給します。役職毎の割合は別途、社内ルールにて定めます。

5. 株式報酬(業績連動口)は、中長期的な業績向上を目的とし、中長期経営計画を達成した都度、取締役と上席執行役員に当社
株式を支給します。

6. 月額報酬、役員賞与、業績連動報酬及び株式報酬(業績連動口)の配付株式数について、妥当性と手続きの透明性を確保する
ため、社内ルールに基づき社長が報酬案を作成し、指名報酬委員会に諮り、株主総会で決議された総額の範囲内で、その
配分を取締役会にて決定します。

7. 社外取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、業務執行部門からの独立性を確保する観点から、月額報酬のみとします。その
報酬額は、配分の考え方を説明したうえで、取締役会において、株主総会にて決議された報酬の範囲内でその配分を決定
します。

8. 監査等委員の報酬は、監査業務や業務執行の監督等の職務の適正性を確保する観点から、月額報酬のみとします。但し、
常勤の監査等委員に限り、株式報酬(持株口)も支給します。報酬額は、株主総会にて決議された報酬の総額の範囲内で、そ
れぞれの監査等委員の役割・職務の内容を勘案し、常勤及び非常勤を区分のうえ、監査等委員会の協議により決定するも
のとします。
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５．社外役員に関する事項
当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動状況

社外取締役
古 川 実 取締役会13回中13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、適宜発言を行っております。

大 栗 育 夫
取締役就任後に開催された取締役会10回中10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、適宜発言を行っておりま
す。

社外取締役
(監査等委員)

三 浦 善 弘 取締役会13回中13回、監査等委員会15回中15回の全てに出席し、主
に公認会計士としての専門的見地から、適宜発言を行っております。

岡 田 祐 輝 取締役会13回中13回、監査等委員会15回中15回に出席し、主に弁護
士としての専門的見地から、適宜発言を行っております。
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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 EY新日本有限責任監査法人

２．会計監査人の報酬等の額
区 分 報酬額

①当社が支払うべき報酬等の額 32百万円

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 32百万円

(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およびOKK Machinery (THAILAND) Co.,Ltd.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等委員会が同意した理由
当社監査等委員会は、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
監査等委員会は、会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査等委員全員の
同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に
招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。また、監査等
委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合など、必要と判断した場合には、株
主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査等委
員会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任に係る議案を株主総会に提出いたします。
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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。

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。
また、職務の執行に際して内部統制の有効性を検証し、「経営理念」および「企業行動規準」の運用状況を検
証するため、経営管理室を設置しております。
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、職務の執行に際して法令チェックを担い、コンプライアンス教育の推進を図るため、コンプライアンス
室を設置しております。
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（監査等委員である取締役を含む。）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。
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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長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。

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っております。
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。
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６．監査等委員会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（監査等委員である取締
役を除く。）からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関す
る事項

監査等委員会の職務を補助すべき部署を内部監査室と定め、必要に応じて、その職員に監査業務に必要な事項
を命令することができるものとしております。
監査等委員会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（監査等委員である取締
役を除く。）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、監査等委員
会と事前協議のうえ実施するものとします。

７．取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委
員会への報告に関する体制

監査等委員である取締役は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会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．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、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との連携も図ることとしております。

９．監査等委員の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係わる方針に
関する事項

監査等委員会が、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。

10．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
「企業行動規準」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。
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【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。取締役会には監査等委員全員が出席。当事業年度においては、取締役
会を13回、経営会議を26回開催いたしました。
さらに、取締役の執行状況の確認を目的として、代表取締役（社長）と社外取締役および常勤監査等委員が出
席し、内部監査室・経営管理室・コンプライアンス室との情報交換会を４回開催いたしました。
また、コーポレートガバナンスコードにて求められる指名報酬委員会の役割として、取締役の選解任や報酬等
に関する事項を協議するにあたり、指名報酬委員会を３回開催しました。

２．コンプライアンスについて
「コンプライアンス委員会規程」に基づき、コンプライアンス上の重要事項を審議いたしました。また、「コ
ンプライアンス基本規程」および、新たに制定した「ハラスメント防止規程」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、ならびに各部門へコンプライアンス室から直接の研修を実施し、周知徹底を図りま
した。
さらに子会社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。当事業年度においては、コンプライアンス委員会を１回、全従業
員対象のコンプライアンス研修およびその他法令に関する研修を57回開催いたしました。

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
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５．監査等委員の職務の執行について
監査等委員会は、３名の取締役（うち２名は非常勤の社外取締役）で構成され、原則として毎月１回定例の監
査等委員会を開催し、臨時を含め当期は15回の開催となりました。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、常勤監査等委員は、経営会議等重要な会議に出席し、業務の運営状況につき適宜報告を受け、あるいは、取
締役および使用人へのヒアリング等を行い、監査等委員会等を通じて他の監査等委員と情報を共有しました。そ
ういった活動を通じて、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
当社およ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、次に掲げる監査ならびにモニタリング
を実施いたしました。
①内部統制システムの有効性について業務監査
②適用法令等の遵守状況監査
③財務報告に係る内部統制監査

７．内部統制システムの見直しおよび強化について
内部統制システム全般の更なる向上を目指して業務管理部により発足した、内部統制改善プロジェクトを進め
ております。各部署へのヒアリングを通じて課題とリスクの抽出、運用ルールと業務フローの定期的な見直しを
実施しております。当事業年度においては、プロジェクト会議を19回開催し、継続的な改善に向けた活動を行い
ました。

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
（2020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
現金及び預金
受取手形及び売掛金
電子記録債権
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
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

22,030
3,277
5,723
854
4,626
5,168
1,800
594
△15

13,187
11,637
313
136

10,761
361
34
30
63
59
0
0
2

1,485
1,287

2
61
149
△15

流動負債 10,950
支払手形及び買掛金 2,555
電子記録債務 235
短期借入金 6,491
リース債務 185
未払法人税等 40
賞与引当金 154
製品保証引当金 50
その他 1,237
固定負債 12,650
社債 300
長期借入金 3,974
リース債務 945
繰延税金負債 144
再評価に係る繰延税金負債 3,147
退職給付に係る負債 4,078
その他 60

負債合計 23,600
(純資産の部)

株主資本 4,160
資本金 6,283
資本剰余金 1,466
利益剰余金 △3,070
自己株式 △519
その他の包括利益累計額 7,440
その他有価証券評価差額金 352
土地再評価差額金 7,144
為替換算調整勘定 75
退職給付に係る調整累計額 △132
非支配株主持分 16

純資産合計 11,616
資産合計 35,217 負債純資産合計 35,217
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連結損益計算書
（自2019年４月１日 至2020年３月31日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売上高 21,346
売上原価 15,999
売上総利益 5,347
販売費及び一般管理費 5,637
営業損失（△） △290
営業外収益
受取利息及び配当金 48
売電収入 26
その他 20 96
営業外費用
支払利息 119
為替差損 55
資金調達費用 23
その他 37 235
経常損失（△） △430
特別利益
投資有価証券売却益 201
受取保険金 31
固定資産売却益 3 236
特別損失
減損損失 10,166
投資有価証券売却損 221
固定資産処分損 19
災害による損失 4
投資有価証券評価損 4 10,416
税金等調整前当期純損失（△） △10,609
法人税、住民税及び事業税 83
法人税等調整額 △1,065 △982
当期純損失（△） △9,627
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △4
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △9,622
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連結株主資本等変動計算書
（自2019年４月１日 至2020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 1,466 4,181 △539 11,391
会計方針の変更による
累積的影響額 △70 △70
会計方針の変更を反映
した当期首残高 6,283 1,466 4,111 △539 11,321
当期変動額
剰余金の配当 △158 △158
親会社株主に帰属す
る当期純損失（△） △9,622 △9,622
土地再評価差額金の
取崩 2,620 2,620
自己株式の取得 △11 △11
自己株式の処分 △20 31 10
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― △7,181 20 △7,160
当期末残高 6,283 1,466 △3,070 △519 4,160

その他の包括利益累計額 非 支 配
株主持分

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 461 9,764 63 △180 10,109 20 21,521
会計方針の変更による
累積的影響額 △1 △1 △71
会計方針の変更を反映
した当期首残高 461 9,764 62 △180 10,108 20 21,449
当期変動額
剰余金の配当 △158
親会社株主に帰属す
る当期純損失（△） △9,622
土地再評価差額金の
取崩 2,620
自己株式の取得 △11
自己株式の処分 10
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △108 △2,620 12 47 △2,668 △3 △2,672

当期変動額合計 △108 △2,620 12 47 △2,668 △3 △9,832
当期末残高 352 7,144 75 △132 7,440 16 11,616
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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 ４社
連結子会社の名称
大豊機工㈱、OKKテクノ㈱、OKK USA CORPORATION、
OKK Machinery (THAILAND) Co.,Ltd.

(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.、PT. OKK INDONESIA、
3TOP Metalcast Innovation Co.,Ltd.
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。

(3)連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、OKK Machinery (THAILAND) Co.,Ltd.の決算日は12月31日であります。連結計算
書類の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、
連結上必要な調整を行っております。

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.、
PT. OKK INDONESIA、3TOP Metalcast Innovation Co.,Ltd.
関連会社の名称
PANA-TAGUCHI（THAILAND）CO.,LTD.
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。
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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
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）
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）
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)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。
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(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、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。
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。

[会計方針の変更]
(ASU第2014－09号「顧客との契約から生じる収益(Topic606)」の適用)
米国会計基準を適用している海外子会社において、ASU第2014－09号「顧客との契約から生じる収益

(Topic606)」を、当連結会計年度の期首より適用しております。
これにより、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得る

と見込む対価を反映した金額で、収益を認識しております。
当会計基準の適用については経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首において、累積的影響額を利

益剰余金に加減しております。この結果、利益剰余金の当期首残高が70百万円減少しております。
また、当連結会計年度の売上高は197百万円増加し、営業損失、経常損失、税金等調整前当期純損失がそれ

ぞれ80百万円減少しております。

[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 19百万円
機械装置及び運搬具 0百万円
土地 10,184百万円
計 10,203百万円

(2)担保に係る債務
短期借入金 1,300百万円
長期借入金 3,150百万円
(うち１年以内返済予定額) (905)百万円
計 4,450百万円
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2.有形固定資産の減価償却累計額 17,728百万円

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。なお、減損損失を計上したことにより、土
地再評価差額金2,620百万円及び再評価に係る繰延税金負債1,373百万円の取崩しを行っております。
・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
2000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及び減損後の帳簿価額との差額

△3,190百万円

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７行とコミットメントライン契約を締結しており
ます。
当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
コミットメントライン契約の総額 1,500百万円
借入実行残高 ―百万円
差引額 1,500百万円

5.財務制限条項
当社が取引金融機関との間で締結しているコミットメントライン契約（総貸付極度額1,500百万円）及びター
ムローン契約（2020年３月末借入残高1,000百万円）には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算期及び第２四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比
75％以上に維持する。

(2)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期営業損益が２期連続して損失とならないように
する。

なお、当連結会計年度末において上記（１）の財務制限条項に抵触しており、契約に定める期限の利益請求
喪失事由に該当いたしますが、参加金融機関から期限の利益の請求喪失の権利放棄の同意をほぼ得ている状
況です。

[連結損益計算書に関する注記]
1.受取保険金
特別利益として計上している「受取保険金」は、2018年９月に発生した台風21号の被害に対する保険金で
あります。
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2.減損損失
当社グループは、以下の資産について減損損失を計上しております。

場 所 用 途 種 類
ＯＫＫ株式会社
(兵庫県伊丹市) 工作機械事業用設備 土地及び建物等

大豊機工株式会社
(兵庫県豊岡市) 工作機械事業用設備 土地及び建物等

ＯＫＫテクノ株式会社
(兵庫県川西市) 工作機械事業用設備 有形リース資産及び建物等

OKK USA CORPORATION
(米国イリノイ州) 工作機械事業用設備 工具器具備品等

OKK Machinery (THAILAND) Co.,Ltd
(タイ国バンコク都) 工作機械事業用設備 機械装置等

(1)減損損失を認識した資産
（単位：百万円）

種 類 金 額
建物及び構築物 3,216
機械装置及び運搬具 1,029
土地 4,659
有形リース資産 648
その他有形固定資産 236
ソフトウエア 174
無形リース資産 129
その他無形固定資産 71
合計 10,166

(2)減損損失に至った経緯
当社グループは、昨今の経営環境の悪化に伴い、収益性の低下に鑑み、工作機械事業の上記の資産につい
て帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

(3)資産のグルーピングの方法
当社グループは、事業の種類毎に資産をグルーピングしております。

(4)回収可能価額の算定方法等
当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、主として重要な資産は不動産鑑定により、
それ以外の資産については不動産鑑定評価基準に準ずる方法等により評価しております。
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[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 8,146,556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

2019年６月26日
定時株主総会 普通株式 158百万円 20円 2019年

３月31日
2019年
６月27日

[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並びに電子記録債権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、外貨建て借入金により一部ヘッジしてお
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
2020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 3,277 3,277
(2)受取手形及び売掛金 5,723
(3)電子記録債権 854
　 貸倒引当金(※1) △15

6,561 6,561
(4)投資有価証券
　 その他有価証券 1,021 1,021
　資産計 10,861 10,861
(1)支払手形及び買掛金 2,555 2,555
(2)電子記録債務 235 235
(3)短期借入金 4,850 4,850
(4)長期借入金(※2) 5,616 5,628 12
　負債計 13,256 13,269 12
デリバティブ取引 ― ― ―
　(※1) 受取手形及び売掛金、電子記録債権に対応する貸倒引当金を控除しております。
　(※2) １年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
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
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、並びに(3)電子記録債権
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。

(4)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。

負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、並びに(3)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。

(4)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（下記デリバティブ取引参照）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。

デリバティブ取引
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265百万円）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、「資産の(4)投資有価証券その他
有価証券」には含めておりません。
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[１株当たり情報に関する注記]
1.１株当たり純資産額 1,468.52円
2.１株当たり当期純損失金額（△） △1,217.92円

[重要な後発事象に関する注記]
(1)多額な資金の借入（コミットメントライン契約に基づく借入）
当社は、2020年4月24日に開催された取締役会において決議された資金調達計画に基づき、以下のとお
り資金の借入を行いました。
① 資金使途：運転資金
② 借入先：株式会社りそな銀行及びその他取引金融機関６行
③ 借入金額：1,500百万円
④ 借入金利：基準金利＋スプレッド
⑤ 借入実行日：2020年5月12日
⑥ 返済期限：2020年６月30日（コミットメント期限：2021年3月31日）
⑦ 担保提供資産または保証の内容：なし
⑧ 財務制限条項：「[連結貸借対照表に関する注記]5.財務制限条項」を参照

(2)重要な契約の締結
当社は、2020年4月24日に開催された取締役会において決議された資金調達計画に基づき、以下のとお
り当座貸越極度枠の設定を行いました。
① 目的：運転資金の確保
② 契約の相手先の名称：株式会社りそな銀行
③ 貸越極度額：2,500百万円
④ 借入金利：市場金利等を勘案して決定
⑤ 契約締結日：2020年5月12日
⑥ 契約期限：2021年8月12日
⑦ 担保提供資産または保証の内容：なし

[追加情報]
新型コロナウイルス感染症に係る影響により2021年３月期につきましては受注額が大幅に減少するものの、

2022年３月期より徐々に回復するという仮定の下に当連結会計年度で必要な会計上の見積りを行っておりま
す。
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貸借対照表
（2020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
現金及び預金
受取手形
売掛金
電子記録債権
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定
無形固定資産
ソフトウエア
リース資産
電話加入権
ソフトウェア仮勘定
その他
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
長期貸付金
破産更生債権等
長期前払費用
その他
貸倒引当金

18,190
2,601
470
5,577
844
2,758
4,070
1,634
69
169
△5

13,146
10,574

95
1
6
0
1

10,465
3
0
2
1
0
0
0
0

2,569
1,049
1,387
92
2
15
4
33
△15

流動負債 9,703
支払手形 1,811
買掛金 732
短期借入金 6,002
リース債務 141
未払金 313
未払費用 298
未払法人税等 39
前受金 33
預り金 30
賞与引当金 114
製品保証引当金 40
その他 147
固定負債 11,213
社債 200
長期借入金 3,630
リース債務 544
繰延税金負債 125
再評価に係る繰延税金負債 3,147
退職給付引当金 3,543
資産除去債務 22
その他 0

負債合計 20,916
(純資産の部)

株主資本 2,947
資本金 6,283
資本剰余金 1,455
資本準備金 1,455
利益剰余金 △4,271
利益準備金 152
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △4,424

自己株式 △519
評価・換算差額等 7,472
その他有価証券評価差額金 328
土地再評価差額金 7,144

純資産合計 10,420
資産合計 31,337 負債純資産合計 31,337
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損益計算書
（自2019年４月１日 至2020年３月31日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売上高 18,862
売上原価 14,304
売上総利益 4,557
販売費及び一般管理費 4,763
営業損失（△） △205
営業外収益
受取利息及び配当金 61
売電収入 26
その他 3 91
営業外費用
支払利息 100
為替差損 54
資金調達費用 23
その他 36 215
経常損失（△） △330
特別利益
投資有価証券売却益 201
受取保険金 31 233
特別損失
減損損失 9,740
投資有価証券売却損 221
固定資産処分損 8
災害による損失 4 9,974
税引前当期純損失（△） △10,071
法人税、住民税及び事業税 22
法人税等調整額 △1,153 △1,131
当期純損失（△） △8,940
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株主資本等変動計算書
（自2019年４月１日 至2020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 2,074 2,226
当期変動額
剰余金の配当 △158 △158
当期純損失（△） △8,940 △8,940
土地再評価差額金の
取崩 2,620 2,620
自己株式の取得
自己株式の処分 △20 △20
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― ― ― △6,498 △6,498
当期末残高 6,283 1,455 1,455 152 △4,424 △4,271

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 △539 9,425 432 9,764 10,197 19,622
当期変動額
剰余金の配当 △158 △158
当期純損失（△） △8,940 △8,940
土地再評価差額金の
取崩 2,620 2,620
自己株式の取得 △11 △11 △11
自己株式の処分 31 10 10
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △103 △2,620 △2,724 △2,724

当期変動額合計 20 △6,478 △103 △2,620 △2,724 △9,202
当期末残高 △519 2,947 328 7,144 7,472 10,420
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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あります。
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、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。

[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 19百万円
機械及び装置 0百万円
土地 10,184百万円
計 10,203百万円

(2)担保に係る債務
短期借入金 1,300百万円
長期借入金 3,150百万円
(うち１年以内返済予定額) (905)百万円
計 4,450百万円

2.有形固定資産の減価償却累計額 14,053百万円

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 2,715百万円
長期金銭債権 17百万円
短期金銭債務 923百万円
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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。なお、減損損失を計上したことにより、土
地再評価差額金2,620百万円及び再評価に係る繰延税金負債1,373百万円の取崩しを行っております。
・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
2000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及び減損後の帳簿価額との差額

△3,190百万円

5.資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行とコミットメントライン契約を締結しております。
当事業年度末におけるコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
コミットメントライン契約の総額 1,500百万円
借入実行残高 ―百万円
差引額 1,500百万円

6.財務制限条項
連結計算書類［連結貸借対照表に関する注記］5.財務制限条項を参照ください。

[損益計算書に関する注記]
1.関係会社との取引高
営業取引による取引高
　売上高 3,957百万円
　仕入高 4,141百万円
　その他の営業費用 237百万円
営業取引以外の取引高 18百万円

2.受取保険金
特別利益として計上している「受取保険金」は、2018年９月に発生した台風21号の被害に対する保険金で
あります。
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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 247,307株

(注)役員向け株式給付信託が保有する当社株式15千株を自己株式数に含めております。

[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
たな卸資産評価損 136百万円
投資有価証券評価損 166百万円
退職給付引当金 1,083百万円
固定資産減損損失 1,757百万円
繰越欠損金 347百万円
その他 103百万円
繰延税金資産小計 3,594百万円
評価性引当額 △3,594百万円
繰延税金資産合計 ―百万円

2.繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △125百万円
繰延税金負債合計 △125百万円
繰延税金負債の純額 △125百万円

3.再評価に係る繰延税金負債 △3,147百万円
再評価に係る繰延税金負債の純額 △3,147百万円

[１株当たり情報に関する注記]
1.１株当たり純資産額 1,319.17円
2.１株当たり当期純損失金額（△） △1,131.55円

[重要な後発事象に関する注記]
連結計算書類［重要な後発事象に関する注記］を参照ください。

[追加情報]
連結計算書類［追加情報］を参照ください。
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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
2020年６月１日

ＯＫＫ株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 廣 田 壽 俊 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 平 井 啓 仁 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＯＫＫ株式会社の2019年４月１日から2020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。
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、全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。

監査意見の根拠
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
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
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。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、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、監査人
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、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、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
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子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
2020年６月１日

ＯＫＫ株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 廣 田 壽 俊 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 平 井 啓 仁 ㊞

監査意見
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株式会社の２０１９年４月１日か
ら２０２０年３月３１日までの第１６２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（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、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、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全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。

監査意見の根拠
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
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。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。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
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等を作
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等を作成し
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。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、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、監査人
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、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、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
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

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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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
　当監査等委員会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第162期事業年度における取締役の職
務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに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、意見を表明するとと
もに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等規程に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社
の内部監査部門と連携の上、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に関す
る事項の報告を受け、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 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」（2005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の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、財務報告に係る内部統制
を含め、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EY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EY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。

2020年６月１日

ＯＫＫ株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 道 岡 幸 二 ㊞
監 査 等 委 員 三 浦 善 弘 ㊞
監 査 等 委 員 岡 田 祐 輝 ㊞

(注) 監査等委員三浦善弘及び岡田祐輝は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締
役であります。

以 上
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議案および参考事項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

本定時株主総会終結の時をもちまして取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同
じ。）５名全員が任期満了となります。
つきましては、社外取締役２名を含む取締役５名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関し、監査等委員会は特段の意見がない旨を確認しております。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 会社における地位、担当 取締役会

出 席 率

１ はまべ よしお

浜辺 義男 再任
代表取締役専務執行役員
猪名川製造所長兼経営企画室長
兼管理本部担当

100％
(13回/13回)

２ もりもと よしひで

森本 佳秀 再任 取締役常務執行役員
生産本部長兼カスタマーサポート部担当

100％
(13回/13回)

３ あだち けいすけ

足立 圭介 新任 上席執行役員管理本部長 －

４ ふるかわ みのる

古川 実
再任
社外
独立

取締役 100％
(13回/13回)

５ おおぐり いくお

大栗 育夫
再任
社外
独立

取締役 100％
(10回/10回)
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候補者番号
１

はまべ よしお

浜辺 義男 再任 生年月日 1956年８月31日
所有する当社株式の数 7,368株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1980年４月 株式会社大和銀行（現 株式会社 2017年10月 代表取締役専務執行役員

りそな銀行）入行 経営企画室長兼経営管理室長
2006年６月 同行執行役員融資部長 兼品質保証部担当
2008年４月 同行常務執行役員審査部長 2018年４月 代表取締役専務執行役員
2010年４月 同行常務執行役員大阪営業部長 経営企画室長兼品質保証部担当
2012年４月 ジェイアンドエス保険サービス 2019年６月 代表取締役専務執行役員

株式会社取締役社長 猪名川製造所長兼経営企画室長
2013年４月 同社顧問 兼管理本部・輸出管理部担当
2013年６月 当社常勤監査役 2020年４月 代表取締役専務執行役員
2014年６月 取締役常務執行役員 猪名川製造所長兼経営企画室長

猪名川製造所長兼管理本部長 兼管理本部担当
兼品質保証部担当 （現在に至る）

2015年４月 代表取締役専務執行役員
経営企画室長兼品質保証部担当

■ 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、さまざま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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候補者番号
２

もりもと よしひで

森本 佳秀 再任 生年月日 1962年９月９日
所有する当社株式の数 10,318株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1987年４月 当社入社 2016年４月 取締役常務執行役員営業本部長
2007年４月 生産本部生産技術部長 2018年５月 取締役常務執行役員営業本部長
2008年５月 OKK USA CORPORATION社長 兼OKK USA CORPORATION担当
2012年１月 当社執行役員生産本部副本部長 2019年４月 取締役常務執行役員営業本部長

兼製造部長 兼カスタマーサポート部長
2012年６月 取締役執行役員生産本部長 2019年６月 取締役常務執行役員営業本部長

兼製造部長 兼カスタマーサポート部長
2013年４月 取締役上席執行役員生産本部長 兼生産本部担当
2013年10月 取締役上席執行役員営業本部長 2020年４月 取締役常務執行役員生産本部長
2015年４月 取締役常務執行役員営業本部長 兼カスタマーサポート部担当
2015年５月 取締役常務執行役員営業本部長 （現在に至る）

兼海外営業部長
■ 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。
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候補者番号
３

あだち けいすけ

足立 圭介 新任 生年月日 1962年４月14日
所有する当社株式の数 889株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1986年４月 株式会社太陽神戸銀行（現 株式 2018年４月 執行役員管理本部総務人事部長

会社三井住友銀行）入行 2019年６月 上席執行役員管理本部長
2007年４月 同行堂島支店長 兼総務人事部長
2009年４月 同行港支店長 2020年１月 上席執行役員管理本部長
2011年10月 同行本店（大阪）上席調査役 （現在に至る）
2015年５月 当社入社 管理本部副主管
2016年４月 管理本部総務人事部長
■ 取締役候補者とした理由

足立圭介氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、企業財務に関する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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候補者番号
４

ふるかわ みのる

古川 実
再任
社外
独立

生年月日 1943年６月13日
所有する当社株式の数 0株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1966年４月 日立造船株式会社入社 2016年４月 同社代表取締役取締役会長
1991年６月 同社船舶・防衛事業本部管理部長 2017年４月 同社取締役相談役
1994年６月 同社理事経理部長 2017年６月 同社相談役
1998年６月 同社取締役経理部長 2018年６月 当社取締役
2001年６月 同社代表取締役専務取締役 （現在に至る）

業務管理統轄
2005年４月 同社代表取締役取締役社長 （重要な兼職の状況）
2010年６月 同社代表取締役取締役会長兼社長 日立造船株式会社相談役
2013年４月 同社代表取締役取締役会長 池田泉州ホールディングス株式会社社外取締役

兼ＣＥＯ ユニチカ株式会社社外取締役
■ 社外取締役候補者とした理由

古川実氏は、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、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２年となります。
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候補者番号
５

おおぐり いくお

大栗 育夫
再任
社外
独立

生年月日 1950年５月11日
所有する当社株式の数 1,600株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1974年３月 株式会社長谷工コーポレーション 2006年７月 同社代表取締役専務執行役員

入社 技術管掌
1989年10月 同社エンジニアリング事業部 2010年４月 同社代表取締役社長

都市環境設計室室長 2014年４月 同社代表取締役会長
1998年７月 同社参与エンジニアリング事業部 2019年６月 当社取締役

副事業部長 2020年４月 株式会社長谷工コーポレーション
2001年４月 同社参与 取締役相談役

エンジニアリング事業部長 （現在に至る）
2001年６月 同社取締役

エンジニアリング事業部長 （重要な兼職の状況）
2004年６月 同社常務取締役 株式会社長谷工コーポレーション

エンジニアリング事業部長 　取締役相談役（取締役退任予定）
2005年４ 月 同社取締役専務執行役員

設計部門・設計部門（関西）管掌
■ 社外取締役候補者とした理由

大栗育夫氏は、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、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１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. 古川実および大栗育夫の両氏は社外取締役候補者であります。
3. 大栗育夫氏は2020年6月26日をもって株式会社長谷工コーポレーション取締役を退任予定です。
4. 古川実および大栗育夫の両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、当社は両氏を独立役員と
して同取引所に届け出ております。

5. 当社は、社外取締役古川実および大栗育夫の両氏との間で、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。両氏の選任が承認された場合は、当社は両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２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

本定時株主総会終結の時をもちまして、監査等委員である取締役３名全員が任期満了となりますので、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、本議案につきましては、監査等委員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。

候補者
番 号 氏 名 会社における地位、担当 取 締 役 会 お よ び

監査等委員会出席率

１ みちおか こうじ

道岡 幸二 再任 取締役（常勤監査等委員）
取締役会 100％

(10回/10回)
監査等委員会 100％

(11回/11回)

２ みうら よしひろ

三浦 善弘
再任
社外
独立

取締役（監査等委員）
取締役会 100％

(13回/13回)
監査等委員会 100％

(15回/15回)

３ おかだ ゆうき

岡田 祐輝
再任
社外
独立

取締役（監査等委員）
取締役会 100％

(13回/13回)
監査等委員会 100％

(15回/15回)
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候補者番号
１

みちおか こうじ

道岡 幸二 再任 生年月日 1956年10月31日
所有する当社株式の数 5,868株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1979年４月 株式会社大和銀行（現 株式会社 2015年４月 上席執行役員猪名川製造所長

りそな銀行）入行 兼管理本部長兼企画管理部長
2003年１月 同行高槻支店長 2015年６月 取締役上席執行役員猪名川製造所長
2006年８月 りそな決済サービス株式会社 兼管理本部長兼企画管理部長

執行役員大阪支店長 2015年７月 取締役上席執行役員
2008年６月 当社内部監査室長 猪名川製造所長兼管理本部長
2009年10月 管理本部企画管理部長 2019年６月 取締役（常勤監査等委員）
2012年７月 執行役員管理本部企画管理部長 （現在に至る）

兼経理部担当
2013年４月 上席執行役員管理本部企画管理部長

兼経理部担当
■ 監査等委員であ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
験と見識を基に中立かつ客観的な立場で当社経営全般の監査と助言を期待できることから、監査等委員であ
る取締役候補者といたしました
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候補者番号
２

みうら よしひろ

三浦 善弘
再任
社外
独立

生年月日 1965年12月31日
所有する当社株式の数 0株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1991年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任 2015年８月 ＭＹＫアドバイザリー株式会社設立

監査法人トーマツ）入社 代表取締役就任
1994年10月 公認会計士登録 2016年６月 当社取締役（監査等委員）
2008年10月 デロイトトーマツFA株式会社 （現在に至る）

（現 デロイトトーマツファイナンシ
シャルアドバイザリー合同会社）入
社 （重要な兼職の状況）

2015年５月 公認会計士三浦善弘事務所開設 ＭＹＫアドバイザリー株式会社代表取締役
2015年６月 公認不正検査士登録 公認会計士
■ 監査等委員である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。なお、同氏が監査等委員である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４年となります。
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候補者番号
３

おかだ ゆうき

岡田 祐輝
再任
社外
独立

生年月日 1980年６月27日
所有する当社株式の数 0株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2004年10月 弁護士登録 （重要な兼職の状況）

弁護士法人御堂筋法律事務所入所 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー
2013年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所 弁護士

パートナー 日世株式会社社外監査役
2018年６月 当社取締役（監査等委員）

（現在に至る）
■ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由

岡田祐輝氏は、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、弁護
士として企業法務に精通していることから、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、監
査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏が監査等委員である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２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. 三浦善弘および岡田祐輝の両氏は社外取締役候補者であります。
3. 三浦善弘および岡田祐輝の両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、当社は両氏を独立役員
として同取引所に届け出ております。

4. 当社は、監査等委員である取締役道岡幸二、三浦善弘および岡田祐輝の３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。３氏の選任が承認された場合は、当社は３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３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

本定時株主総会開催の時をもちまして、2018年６月27日開催の第160回定時株主総会で選任いただきまし
た補欠の監査等委員である取締役岡野紘司氏の選任の効力が失効します。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、監査等委員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。

候補者
おかの こうじ

岡野 紘司
社外
独立

生年月日 1978年10月13日
所有する当社株式の数 0株

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2009年１月 弁護士登録 2017年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所

弁護士法人御堂筋法律事務所入所 パートナー
（現在に至る）

■ 補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由

岡野紘司氏は、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、弁護
士として企業法務に精通していることから、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. 岡野紘司氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 岡野紘司氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 岡野紘司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、同氏が監査等委員である社外取締役に就任
された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4. 当社は、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。岡野紘司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。

以 上
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会　場 交　通
兵庫県伊丹市中央六丁目２番33号
伊丹シティホテル ３階 光陽の間

※駐車場の用意がございませんので、公共の交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

●阪急伊丹駅より東へ徒歩約８分
●ＪＲ伊丹駅より西へ徒歩約10分
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会場が昨年と異なりますので、ご来場の際は、お間違えのないようにご注意ください。

(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

第162回定時株主総会会場ご案内図
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