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産業用製品事業 生活用品事業

輸送用製品
▪コンテナーバッグ

輸送用製品
製品紹介▶P.9へ

壁装材
▪壁紙

建装
製品紹介▶P.9へ

自動車内装材
一般レザー
▪家具用 　
▪水産雨具用

車輌資材
製品紹介▶P.9へ

プラスチックフイルム
▪汎用  ▪文具用　
▪産業用  ▪建材用

アロマーフイルム
▪食品用  ▪医療用

農業用生産資材
▪PVCフイルム　
▪POフイルム

プラスチック製品
製品紹介▶P.5へ

包装用テープ
▪布　▪クラフト  
▪両面 
▪住宅用防水 等

工業テープ
▪電気絶縁用 
▪電子機器用　
▪両面テープ 
▪搬送・表面保護用

粘着製品
製品紹介▶P.6へ

暮 らし を 彩  る オ カ モト
オカモトの製品は様々なシーンで活用　され、皆様の暮らしを彩っています。

B U S I N E S S  F I E L D

生活用品
▪除湿剤 ▪カイロ　
▪ホウ酸ダンゴ　▪入浴剤
▪その他生活用品

医療生活用品
製品紹介▶P.7へ

医療生活用品
▪コンドーム
▪その他衛生用品

調理用シート
▪脱水シート
▪吸水シート

業務用衛生資材
▪ラップ 
▪手袋
▪マスク 
▪エプロン 等

食品衛生用品・ピチット製品
製品紹介▶P.8へ

手袋
▪炊事用 
▪手術用
▪検査検診用 
▪ IT/IC用 
▪原発用 
▪理美容用 等

福祉用品
▪洗髪器 
▪排尿器

手袋・メディカル用品
製品紹介▶P.6へ

レインウェア
▪ 一般・作業用レインスーツ
▪ Wranglerブランド レインスーツ

セーフティスニーカー
▪ 軽作業用セーフティシューズ
▪ Wranglerブランド
 セーフティシューズ

産業用品
製品紹介▶P.8へ

─オカモトの事業フィールド─
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トップメッセージ TOP MESSAGE

健康的で快適な人間生活に寄与する
商品作りを目指して

当連結会計年度における世界経済は、長引く欧州債務危機
や米国における財政問題、また中国をはじめとする新興国経済
の減速などの影響もあり、景気の先行きは依然として不透明な
状況にあります。

わが国経済においても、東日本大震災からの復興とともに緩
やかな内需拡大が見受けられますが、世界経済の下振れ懸念等
もあり総じて不安定な状況が継続しました。一方、政権交代に
伴う経済政策への期待感から円高是正により企業収益の改善、
株価上昇など一部に明るい兆しが見えつつあります。また、輸
出環境の改善や経済・金融政策の効果などを背景に景気回復
へ向うことが期待されているものの、海外景気の下振れが、引
き続きわが国の景気を下押しするリスクとなっています。

こうした厳しい経営環境のもと当社グループは、設備の合理
化および省力化と今後の増産を見据え国内外の生産体制の再
編に取り組んでおります。また物流費の削減に注力するととも

に、継続的なコスト削減と営業力の強化によるシェア拡大に努
めてまいりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は前年を上回り、700億
18百万円（前年同期比1.8％増）となりました。利益面につきま
しては製造コストならびに営業経費の削減に努めた結果、営業
利益は31億83百万円（前年同期比24.7％増）となりました。ま
た、経常利益は為替の影響により41億55百万円（前年同期比
38.1％増）、当期純利益は23億76百万円（前年同期比55.6％
増）となりました。

各部門別の概況は次のとおりです。

一般用および産業用フイルムは、市場での需要は低調でした
が、海外向けの受注回復もあり売上増となりました。建材工業
用フイルムは、住宅着工件数が回復傾向にあり売上増となりま

コンドームは、引き続き少子化・晩婚化による市場規模縮小
の中、数量は横這いでありましたが、高付加価値薄型コンドーム
００２シリーズの新アイテムの発売や販売施策等により売上増と
なりました。また、コンドームの海外販売は、中国都市部などア

ジアでの売上が好調であります。
除湿剤は、最需要期の梅雨時から夏場の低温により、既存の

得意先は前年割れでありましたが、新規得意先の獲得により売
上増となりました。カイロは、残暑が長引き、秋口の導入がずれ
込んだこと、２月から３月が平年並みの気温により終盤の販売が
伸びなかったことにより売上減となりました。入浴剤は、市場価格
の下落、過当競争の激化により売上減となりました。手袋は、食
品用および医療用は堅調に推移しましたが、産業用が需要低迷
により売上減となりました。滅菌器は、入札案件の減少により売
上微減となりました。シューズは、仕入先での労務費・材料高等、
コストの上昇で厳しい環境にありましたが、積極的な販促活動に
より堅調に推移しました。雨衣・ブーツは、積極的な拡販と売り
場への定番化が進み売上増となりました。特にブーツは、降雪に
より防寒品の販売が増加しました。

以上により、事業全体の売上高は、297億29百万円となりま
した。

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

ここに当社第117期（2012年4月1日から2013年3月31日まで）の事業活動の

ご報告をお届けいたします。ご一読のほど、よろしくお願い申し上げます。

2013年6月

ご挨拶

代表取締役社長

売上高　297億29百万円
42.5%

生活用品

当期の概況

した。多層フイルムは工業用が売上増となりましたが、食品用
が包装形態の変更に伴い売上減となり、多層フイルム事業とし
ては前年並みとなりました。農業用フイルムは、農産物価格の
低迷、マーケット需要期の在庫調整で売上減となりました。壁紙
は、住宅着工の安定的な伸びと、リフォーム需要の継続的な伸
びにより売上増となりました。フレキシブルコンテナーは、石油
化学メーカー向けの需要が減少するも、復興需要により大幅な
売上増となりました。自動車内装材は、北米での増産により上
期から堅調に推移し、下期に入り中国との外交問題に起因した
減産による影響を受けたものの売上増となりました。粘着テー
プは、市況の低迷により一般卸部門は引き続き苦戦しましたが、
小売用がこれをカバーし、建築用・防水用が堅調に推移し、売
上微増となりました。工業用テープは、スマートフォン用の新規
受注に成功したものの電子部品用は低調で、売上微減となりま
した。食品衛生関連商品は、タイ工場の生産も洪水前の状況に
戻り、上期はほぼ計画通りでしたが、下期はラップ・衛生用品と
もに苦戦したものの通期では売上増となりました。食品用吸水・
脱水シートであるピチット製品は、主に東北三陸地区のユー
ザー・販売店の復興により、販売増となりました。

以上により事業全体の売上高は、402億89百万円となりまし
た。

売上高　402億89百万円
57.5%

産業用製品

利益の配分につきましては、株主の皆様への利益還元として
の継続的かつ安定的な配当を基本方針としており、当期の配当
金につきましては、中間配当金と合わせて年間配当金１株につき
７円５０銭とさせていただきました。

当社グループは、企業の社会的責任を着実に果たし、「身近
な暮らしを科学する」をモットーに株主の皆様から厚い信頼を得
られる企業グループへの成長を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては今後ともより一層のご支援を賜
りますようお願い申し上げます。

株主の皆様へ
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プロダクトガイドPRODUCTS GUIDE

「ドクターハンドデンタルシ
リーズ」は、歯科医療の現場
において、治療時の交差感染
の防御を目的として開発され
た、歯科専門の手袋です。優れた作業性で、装着
感を重視するドクターの様々なニーズに応えます。

●ドクターハンドデンタル

●ドクターハンド-N
「ドクターハンドシリーズ」は、低タンパクラテッ

クス製の手術用手袋です。ドクターやス
タッフ及び患者へのアレルギー
を予防したり、手袋の破損等か
ら起こりうる感染症を防ぐこと
を目的として開発されました。

オカモトが開発した独自製法（エア
フォーム製法、特許出願中）により
塩化ビニル製手袋の内面に発泡層を
設け、冷たさ、熱さを伝えにくく、更
にクッション性により衝撃を和らげる
特徴があります。

●サーモ発泡

●クラフトテープ No.224WC“環境思いR”カラー
環境配慮型クラフトテープ。
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、燃焼時のCO2を

削減（当社No.228比）。鮮やかな色合い、カラフルな全10
色をご用意しました。
古紙を配合したエコロ
ジー紙管を採用してい
ます。油性インクで文
字が書けます。

●オカモト 工業用粘着テープ
厳選された素材と優れた技術により確立された、バリエー

ション豊かな工業用粘着テープです。電材・車輌分野から
建 築 分 野 まで、
様々な用途に使
用されています。

接着剤を使わずに、手袋内側に植
毛をしています。接着剤を使わない
ので、手にニオイが残らず生地がゴ
ワつきません。また、耐久性をアップ
させるために指先を二重にしました。

●はめごこちサラサラ 指先Wコート うす手 （S、M、Lサイズ）

粘着製品部

家庭用から産業用まで
用途に合った製品を取り揃える

手袋・メディカル部

徹底した品質管理で
医療現場に安心を届ける

ＮＹＧ協会推奨品。ご好評いただいております住宅用ブチ
ルテープに加えアクリル系粘着剤を使用した気密用防水テー
プを発売しまし
た。手切れ性に
優れ、四季を問
わず強力な粘着
性能を発揮しま
す。

● アクリル気密用防水テープ
 ＡＷ０２（両面）／ＡＳ０２（片面）

汎用プラスチック製品部・機能プラスチック製品部・農業資材部

たゆみない研究の中で生まれた機能的製品で暮らしを豊かに

●「農業用ポリオレフィンフイルム」
長期展張が可能な塗布型農業用フイルム「スーパーロング」、

霧抑制剤が練り込まれている「クリーンソフト ゴリラ」、低価格
タイプの塗布型「ク
リーンソフト コート」、
遮光用フイルム「スー
パーロング遮光用」
など使用目的に応じ
てご用意しています。

●「オカモトPVCシリーズ」
汎用プラスチックとして様々な分野で使用されてきた塩ビフイ

ルムは、これまでに大きな功績と役割を果たしてきました。
オカモトはこのベーシックな素材にこれからも新しい技術を取

り入れ、 一 歩
進んだ品質と
機能を加えて
ご提供させて
いただきます。

●「オカモトPOシリーズ」
成長するプラスチック工学の先端を走るオカモトが、環境 

対応を追求し開発した新 
素材のプラスチックフイ 
ルムです。オカモトは常 
に新しい素材を提案し、 
皆様のお役に立ちたいと 
考えております。

● 高意匠性「ハイグロスフイルム」
素材の異なるフイルムをラミネートすることにより生まれた光

沢・鮮鋭性・デザイ
ン性に富んだ高意匠
性フイルムです。住
宅内装材用途として、
キッチン・家具等に
使用されています。

●「オカモトPPシートオフセットシリーズ」
優れたオフセット印刷

適性を有し、ノベルティ
用を中心に幅広い分野で
使用されております。

●CPP「アロマーフイルム」
永年培ってきた「プラスチック製膜

技術」を基に開発した共押出多層フイ
ルムです。食品・医療分野から工業
用・電子材料分野まで、幅広くお客様
のご要望にお応えした品質をお届けし
ております。

さらに詳しい製品情報はホームページの製品案内へ オカモト　製品 検 索 Click さらに詳しい製品情報はホームページの製品案内へ オカモト　製品 検 索 Click
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プロダクトガイドPRODUCTS GUIDE

ピチット®は、包むだけで
魚や肉から余分な水分と生
臭みだけをとって、旨み成
分はとらない食品用浸透圧
脱水シートです。冷凍保存
しても風味が損なわれませ
ん。自家製の干物づくりも
冷蔵庫で簡単にできます。●WS-507 セーフティブーツ

Wranglerブランドのワーク
ブーツタイプのセーフティシュー
ズです。ハードなデザインからは
想像できない程の軽量仕様です。

● 食品用調湿吸水シート 
「レッドキーパー」
レッドキーパーは、生マ

グロや生肉を包んで冷蔵保
存すると、素材の色持ちと
みずみずしさをキープします。

「ムレない」「乾燥しない」「ド
リップの切れがいい」湿
度調整機能付き吸水シート 
です。

リー・ジャパン社とライセンス
契約しているWranglerブランド
のセーフティスニーカーです。軽
量樹脂製の先芯を装備しカジュ
アルなデザインで幅広いシーン
でご使用できます。

●WS-505 セーフティスニーカー ●食品用脱水シート「ピチットR」

①  魚や肉の余分な水分と生臭みをとり、旨みを濃縮します。
②  冷凍・解凍時の組織破壊をおさえ、冷凍焼けを防ぎます。
③  余分な水分がなくなるので、火の通りや調味料の浸み込み

も早いです。

ピチットRの効果

産業用品部

機能性に富んだ製品で野外の活動を
気持ちよく

Wranglerブランドの
レインスーツで、ジーン
ズブランドならではのデ
ニム柄のWR-11。

肘・膝を強度の高い
生地で補強し、ハード
な作業をサポートする
WR-22。

蒸れにくい透湿素材
でカジュアルにも対応す
るWR-33。

● Wrangler レインスーツシリーズ 
WR-11、WR-22、WR-33

食品衛生用品部・ピチット製品課

豊かな食文化に寄与する
商品づくり

医療生活用品部

身近な暮らしを科学し、健やかで快適な毎日をサポート　

●ラテックス製薄型コンドーム「003（ゼロゼロスリー®）」
2012年1月、「世界で最も薄いラテックス製コンドーム」と

してギネス世界記録™に認定されたゼロゼロスリー。2013年
11月11日には発売10周年を迎えます。累計販売個数も1億3
千万個を超え、根強い人気を誇っています。

30周年を迎えた「水とりぞ
うさん®」シリーズに、香り付
きの除湿剤が登場！ すずらん、
ペアー、アップルなどのフルー
ティノートが調和した「フルー
ティフローラルの香り」と、ジャ
スミン、ピーチ、オレンジなどのシトラスノートが調和した「エッ
センシャルシャボンの香り」の２種類展開で、除湿をしながら春
に相応しい華やかな香りを演出してくれます。

● 水とりぞうさん®香り付き５５０ｍｌ 3個パック　 
フルーティフローラルの香り

● 水とりぞうさん®香り付き５５０ｍｌ 3個パック　 
エッセンシャルシャボンの香り

●女性を意識した「ラブドーム®」シリーズ
女性が女性のために開発したコンドーム「ラブドーム®」シリー

ズに、新アイテム登場。装着しやすい大きめＬサイズと、「エポカ」
でお馴染みの「避妊ゼリー」を採
用したガールズガードの2品を追加
し、全4アイテムで女性が選べる
ラインナップを充実させました。

●インピレス®

関西地区でお馴染みの「インピ
レス®」ブランドホウ酸ダンゴは、
置くだけでいなくなる半生タイプの
ゴキブリ駆除剤です。

入浴剤は、有効成分が温浴効果
により血行を促進し、湯上がり後
のお肌をしっとりと保ちます。豊富
なラインナップなのでその日の気分
で色と香りが選べます。

●世界最高水準のコンドーム「うすさ均一0.02EX」シリーズ ●カイロ「快温くん®」シリーズ
天然ミネラル鉱石“パージ”

の持つ遠赤外線効果により、
温かさがジワーッと広範囲に広
がります。

根元から先端まで、均一な薄さで好評の水系ポリウレタン製コ
ンドーム「うすさ均一0.02EX」。2013年春には、新たなトライ
アルユーザーを獲得しや
すい「3個入」もライン
ナップ。更なるユーザー
獲得を目指しています。

さらに詳しい製品情報はホームページの製品案内へ オカモト　製品 検 索 Click さらに詳しい製品情報はホームページの製品案内へ オカモト　製品 検 索 Click
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プロダクトガイドPRODUCTS GUIDE

CSRCSRへの取り組み

TOPICS
トピックス

● ホームページのご案内 ●

●車輌内装表皮
グローバル市場に対応す

る 形 で、PVC・TPO・TPU
から適切な素材を選定し、且
つ独自開発意匠を加えた高
付加価値表皮を創造し、上質
な空間づくりを演出します。

●居住空間を演出する壁紙
多彩な色、多様な柄の壁紙を

製造しています。一戸建てから
マンション、ホテル、商業施設
等、それぞれに合った商品のラ
インナップがあります。

また、塩化ビニル以外に、オ
レフィン等、環境に配慮した素
材の商品もあります。

●オカモトネオコンテナー
機能や材質など、粉粒体

の各種用途に合わせて選べ
る豊富な品揃え。耐性に優
れているので長期に亘って
の使用が可能です。また、
東北地方の除染用コンテ
ナーバックの需要にも対応
しています。

当社ホームページでは、詳しい製品情報を掲載して
おります。ぜひご活用ください。

http://www.okamoto-inc.jp/

製品から 事業内容から ご利用シーンから

車輌資材部

素材の個性を伸ばし、
多分野での応用化に成功

輸送用製品部

安定した品質管理で
産業の現場を守り続ける

建装部

幅広い種類の壁紙を展開

さらに詳しい製品情報はホームページの製品案内へ オカモト　製品 検 索 Click

当社グループは様々な事業活動を展開しております。
それらの中から、当期に発表した主な商品等をはじめ、様々な取り組みをご紹介します。

イチジク製薬株式会社
『飲まない便秘の薬 リセッチ』発売

太田メガソーラー発電所開設
2013年2月20日

女性にも手に取りやすいパッケージにするため、従
来の浣腸薬のロゴを出さない“飲まない便秘の薬”
として、発売しま
した。

エネルギーの分散確保および環境負荷の
低減のため、群馬県太田市に今秋１１月の
完成を目指して、メガソーラー発電所を開
設する予
定です。

コンドーム「003」  ギネス世界
記録TM認定証授与式開催

2012年6月18日

「世界で最も薄いラテックス製コンドー
ム」としてギネスワールドレコーズ TMよ
り認定を受け、その認定証の授与式が
都内ホテルで行われました。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2012年 2013年

「水とりぞうさん®」シリーズから“香り
付き”タンクタイプ『水とりぞうさん®香
り付き』新発売
使用後のたまった水を簡単に捨てられる、便利な

“水捨てシール”付き機能はそのままに、除湿効
果に“香り”をプラスした香り付き除湿剤です。

2013年3月11日

日本大学三崎祭内で「リアルオカモトスクール」
を開催

2012年11月2日・3日

コンドームと性感染症につい
て学ぶWEBスクール「オカモ
トスクール」のリアル版を、日
本大学経済学部学園祭の「三
崎祭」内で開催しました。ゲ
ストを招き、学生を中心とした
来場者に向け、コンドームの
必要性や豆知識など、楽しい
授業を行いました。

2012年4月

エコキャップ収集
本社では、ペットボトルキャップを集めて世界の
子供たちにワクチンを届ける活動に取り組んでい
ます。
２０１３年５月
現 在 ま で に
３９，７００個 の
キャップ を 集
め、エコキャッ
プ推進協会に
送ることができ
ました。

献血によるボランティア活動
日本赤十字社の献血に半年に一度、
社員の25％の人が参加しています。

「平成25年度HIV検査 
普及週間」街頭キャン 
ペーンに協力
6月2日渋谷駅北口ハチ公前周
辺にて、公益財団法人エイズ
予防財団が実施した「平成25
年度HIV検査普及週間」に伴う
街頭キャンペーンにボランティア協力致しました。
当日は、羽田空港でラジオDJらの行う啓発イベントと同時進行で行わ
れ、若者が多くの人が行き交う渋谷駅前で、NPO団体・学生サークル
など他のボランティア参加者と共に、2,500部のコンドームを含む啓発
グッズ配布、パネルや声掛けによる検査普及啓発活動を行いました。
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連結財務諸表 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

●連結貸借対照表（要旨）� （単位：百万円） ●連結損益計算書（要旨）� （単位：百万円）

●❶流動資産
今後の支出に備え、当座資産は一定
の水準を維持しております。

●❷有形固定資産
静岡、茨城、福島の国内３工場と米国
工場が主たる資産であり、当期は国内
工場の設備投資が主であります。

●❸投資その他の資産
金融機関と取引先の株式が主であり、時価評価で前期より増加
しております。

●❹負債の部
当社社債の償還に伴い、借入金を短期と長期に借り替えています。
未払法人税等と株式の時価評価益に対応する繰延税金負債が
増加しております。

●❺純資産の部
自己株式の取得を継続して
行っております。資本剰余
金、利益剰余金にて自己株
式200万株を消却いたしま
した。科目毎の変動は、連
結株主資本等変動計算書を
ご参照ください。

●❻経常利益
売上高が自動車内装材等の産業
用製品を中心に前期比1.8％伸長
したことに加え、経費削減もあり、
営業利益は前期比24.7％増となり
ました。
また、円安により営業外収益で為
替差益があり、経常利益は前期を
上回りました。

●❼特別利益
株式の売却益が主なもので
あります。

●❽特別損失
固定資産の減損損失が主な
ものであります。

詳細な財務情報は、
当社ホームページに掲載しております。

http://www.okamoto-inc.jp/ir/

IR情報のご案内

科　目 当　期
2013年3月31日現在

前　期
2012年3月31日現在

資産の部
流動資産 42,791 42,556
固定資産 30,286 26,452

有形固定資産 14,366 14,877
無形固定資産 149 273
投資その他の資産 15,770 11,301

資産合計 73,077 69,008
負債の部

流動負債 23,217 24,988
固定負債 7,838 5,469
負債合計 31,056 30,457

純資産の部
株主資本 36,586 35,704

資本金 13,047 13,047
資本剰余金 359 359
利益剰余金 24,674 23,733
自己株式 △1,495 △1,436

その他の包括利益累計額 5,435 2,846
純資産合計 42,021 38,550
負債純資産合計 73,077 69,008

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

科　目
当　期

2012年4月  1日から
2013年3月31日まで

前　期
2011年4月  1日から
2012年3月31日まで

売上高 70,018 68,752

売上原価 54,467 53,282

売上総利益 15,551 15,470

販売費及び一般管理費 12,367 12,917

営業利益 3,183 2,552

営業外収益 1,226 941

営業外費用 254 484

経常利益 4,155 3,009

特別利益 224 102

特別損失 224 411

税金等調整前当期純利益 4,155 2,699

法人税等 1,778 1,173

少数株主損益調整前当期純利益 2,376 1,526

当期純利益 2,376 1,526

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

●連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）� （単位：百万円）

科　目
当　期

2012年4月  1日から
2013年3月31日まで

前　期
2011年4月  1日から
2012年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,272 3,742
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,699 △ 1,988
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,067 △ 1,976
現金及び現金同等物に係る換算差額 81 △49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,412 △271
現金及び現金同等物の期首残高 9,182 9,453
現金及び現金同等物の期末残高 7,769 9,182

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

1

6

7

8

2

3

4

5

●連結株主資本等変動計算書（要旨）当期（2012年4月1日〜 2013年3月31日） （単位：百万円）

項　目
株主資本 その他の包括

利益累計額 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2012年4月1日残高 13,047 359 23,733 △1,436 35,704 2,846 38,550
連結会計年度中の変動額
当期純利益 2,376 2,376 ― 2,376
剰余金の配当 △782 △782 ― △782
自己株式の取得 △713 △713 ― △713
自己株式の処分 △0 1 1 ― 1
自己株式の消却 △654 654 ― ― ―
利益剰余金から資本剰余金への振替 654 △654 ― ― ―
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） ― ― ― ― ― 2,589 2,589
連結会計年度中の変動額合計 ― ― 940 △58 881 2,589 3,471
2013年3月31日残高 13,047 359 24,674 △1,495 36,586 5,435 42,021

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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グループネットワーク GROUP NETWORK 株式の状況・会社概要 STOCK INFORMATION / CORPORATE DATA

会社概要（2013年3月31日現在）株式の状況（2013年3月31日現在）

製造会社（子会社） 販売会社（子会社）

所有者別株式分布状況

所有株式数別株式分布状況

社 　 名 オカモト株式会社
設 　 立 1934（昭和9）年1月10日
資 本 金 13,047,630,757円

（東証1部上場銘柄）
従 業 員 数 907名
本 　 社 〒113-8710 

東京都文京区本郷3丁目27番12号
電話（03）3817-4111（代表）

大 阪 支 店 〒540-0022 
大阪府大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号
電話（06）4793-8500（代表）

名古屋営業所 〒461-0025 
愛知県名古屋市東区徳川1丁目901番地
電話（052）933-1171（代表）

福 岡 営 業 所 〒815-0035 
福岡県福岡市南区向野1丁目13番9号
電話（092）557-2600（代表）

発行可能株式総数 400,000,000株
発行済株式総数 106,996,839株
株 主 数 10,808名
大 株 主

社　名 事業内容
イチジク製薬株式会社 医薬品製造販売
世界長ユニオン株式會社 シューズ製品の製造・販売
シューテックオカモト株式会社 スポーツシューズ、革靴の製造
船堀ゴム株式会社 ゴム製品の製造・販売
ヒルソン・デック株式会社 滅菌器及び器材の製造・販売
Siam Okamoto Co.,Ltd. ラテックス手袋の製造
Apollotex Co.,Ltd. ポリエチレン手袋の製造
Okamoto Rubber Products Co.,Ltd. コンドームの製造
Okamoto Vietnam Co.,Ltd. 雨衣の製造
Vina Okamoto Co.,Ltd. ゴム長靴の製造
Okamoto Sandusky Manufacturing, LLC 車輌資材の製造・販売

社　名 事業内容

オカモト化成品株式会社 ビニルフイルム、ビニルレザー、及
び加工品、テーブルクロス等の販売

オカモト通商株式会社 倉庫業
ホンゴウサービス株式会社 保険代理店

Okamoto U.S.A.,Inc. プラスチックフイルム、コンドーム、
使い捨てカイロ等の販売

岡本（香港）有限公司
シューズ・雨衣・手袋・雑貨等の委託
製造・輸出、コンドーム・車輌レザー・
工業用テープ・使い捨てカイロ・除湿
剤等オカモト製品の販売

Okamoto Industries
（Shenzhen）Co.,Ltd. 

車輌レザーの委託製造及び中
国内販売、靴の委託製造

役員（2013年6月27日現在）

代表取締役会長 岡本　二郎
代表取締役社長 岡本　良幸
専務取締役 下村　洋喜
常務取締役 竹内　誠二
常務取締役 田村　俊夫
常務取締役 矢口　昭史
取 締 役 増田富美雄
取 締 役 池田　惠一
取 締 役 池田　佳司

取 締 役 齋藤　慎也
取 締 役 加藤　哲司
取 締 役 髙島　　寛
取 締 役 本川　　勉
監査役（常勤） 久保田　榮
監査役（常勤） 後藤　守康
監 査 役 小川　　明
監 査 役 深澤　佳己

■外国法人等 
 3.72％
■個人・その他
 38.68％
■その他の法人
 28.71％
■金融機関
 28.25％
■金融商品取引業者
 0.64％

■1単元未満
 0.38％
■1単元以上～10単元未満

12.58％
■10単元以上～100単元未満

11.16％
■100単元以上～1,000単元未満

26.7％
■1,000単元以上

49.18％

福島工場 茨城工場 茨城研究開発センター 静岡工場 静岡研究開発センター

株主名 持株数（千株）持株比率（％）
明治安田生命保険相互会社 7,426 7.23
丸紅株式会社 7,211 7.02
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 5,461 5.32
株式会社みずほコーポレート銀行 5,133 5.00
株式会社損害保険ジャパン 4,393 4.28
有限会社八幡興産 3,530 3.44
みずほ信託銀行株式会社 2,944 2.87
やよい会 2,533 2.47
平井商事株式会社 2,086 2.03
オカモトグループ社員持株会 1,966 1.91

（注） 1. 信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数
  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　　5,461千株
  みずほ信託銀行株式会社　　　　　　　　　　　　122千株
 2. 持株比率は自己株式を除いた発行済株式数に対しての割合です。

Okamoto U.S.A.,Inc.
Okamoto Sandusky Manufacturing, LLC

Okamoto Industries （Shenzhen）Co.,Ltd.
岡本（香港）有限公司
Vina Okamoto Co.,Ltd.
Okamoto Vietnam Co.,Ltd.
Siam Okamoto Co.,Ltd.
Apollotex Co.,Ltd.
Okamoto Rubber Products Co.,Ltd.

福島工場
茨城工場／
研究開発センター
静岡工場／
研究開発センター
名古屋営業所
大阪支店

福岡営業所
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株主メモ SHAREHOLDERS INFORMATION

http://www.okamoto-inc.jp/

事 業 年 度 毎年4月1日〜翌年3月31日
剰余金の配当基準日 3月31日（中間配当を行う場合は9月30日）
定時株主総会 毎年6月下旬
単 元 株 式 数 1,000株
株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社

公 告 方 法 電子公告（http://www.okamoto-inc.jp/）
ただし、やむを得ない事由によって、電子公告に
よる公告をすることができない場合には、東京都に
おいて発行する日本経済新聞に掲載して行います。

上場株式配当等の支払に関する通知書について
租税特別措置法の改正により、株主様に支払配当金額や源泉徴収税額
等を記載した支払通知書を通知することとなっております。つきましては、
支払通知書の法定要件を満たした配当金計算書を同封しておりますの
で、確定申告の添付書類としてご使用ください。
なお、配当金を株式数比例配分方式によりお受け取りの場合、源泉徴収
税額の計算は証券会社等にて行われますので、確定申告の添付書類とし
てご使用いただける支払通知書につきましては、お取引の証券会社等へ
ご確認ください。

証券会社に口座をお持ちの場合

郵便物送付先
お取引の証券会社になります。電話お問い合わせ先

お取扱店

ご注意
未払配当金の支払、支払明細発行については、
下の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話
お問い合わせ先・お取扱店をご利用ください。

特別口座の場合

郵便物送付先 〒168-8507　東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行株式会社

電話お問い合わせ先 0120-288-324（フリーダイヤル）

お取扱店

みずほ信託銀行株式会社　
　本店及び全国各支店
みずほ証券株式会社　
　本店及び全国各支店

ご注意 単元未満株式の買取・買増以外の株式売買
はできません。

〒113-8710 東京都文京区本郷3丁目27番12号
（03）3817-4111（代表）


