
 

 

平成 26 年 11 月 14 日 

各 位 

会 社 名  株 式 会 社  オ プ ト 

代 表 者 名  代表取締役社長 鉢嶺 登  

  （コード：２３８９  東証第一部） 

問 合 せ 先  執行役員ＣＦＯ   工藤 正通 

電 話  0 3 - 5 7 4 5 - 3 6 1 1  

   

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 26 年 12 月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社が平成 26年 10月 27日に公表いたしました「平成 26年 12月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」

につきまして、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データ

にも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。   

 

記 

 

１． 訂正の理由  

連結貸借対照表に関連して、表示科目に誤りがあったため訂正を行うものであります。 

 

２．訂正箇所 

【訂正前】 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

 （２）財政状態に関する説明 

資産、負債、純資産の状況 

（資産）  

当第３四半期連結会計期間末における資産の合計は、前連結会計年度末に比べて 3,427 百万円増加

し、43,083 百万円となりました。  

これは主に「営業投資有価証券」が 6,007 百万円減少したものの、「有価証券」が 3,996 百万円、「の

れん」が 2,238 百万円、「投資有価証券」が 2,167 百万円、「受取手形及び売掛金」が 977 百万円増加し

たこと等によるものであります。 

（負債） 

 （省略） 

（純資産） 

（省略） 



 

【訂正後】 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

 （２）財政状態に関する説明 

資産、負債、純資産の状況 

（資産）  

当第３四半期連結会計期間末における資産の合計は、前連結会計年度末に比べて 3,427 百万円増加

し、43,083 百万円となりました。  

これは主に「営業投資有価証券」が 6,518 百万円減少したものの、「有価証券」が 3,996 百万円、「の

れん」が 2,238 百万円、「投資有価証券」が 2,678 百万円、「受取手形及び売掛金」が 977 百万円増加し

たこと等によるものであります。 

（負債） 

 （省略） 

（純資産） 

（省略） 

 

 

 

 

 



３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 11,494,000 11,220,071 

受取手形及び売掛金 8,929,372 9,906,378 

有価証券 1,999,461 5,996,013 

営業投資有価証券 9,142,620 3,135,132 

たな卸資産 71,852 146,116 

繰延税金資産 69,029 65,765 

その他 887,287 1,000,259 

貸倒引当金 △162,753 △208,557 

流動資産合計 32,430,870 31,261,180 

固定資産    

有形固定資産 638,241 820,829 

無形固定資産    

のれん 212,306 2,450,704 

その他 1,019,419 1,420,070 

無形固定資産合計 1,231,726 3,870,774 

投資その他の資産    

投資有価証券 3,635,776 5,803,234 

その他 2,108,424 1,999,773 

貸倒引当金 △388,772 △672,281 

投資その他の資産合計 5,355,429 7,130,726 

固定資産合計 7,225,397 11,822,330 

資産合計 39,656,268 43,083,511 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 7,668,648 8,823,185 

短期借入金 200,000 3,305,383 

未払法人税等 681,528 1,539,161 

繰延税金負債 3,142,150 118,780 

賞与引当金 259,215 251,258 

その他 1,946,981 2,352,743 

流動負債合計 13,898,523 16,390,512 

固定負債    

長期借入金 55,552 7,223,409 

退職給付引当金 127,819 144,367 

繰延税金負債 39,963 70,379 

資産除去債務 127,815 139,666 

その他 240,171 225,281 

固定負債合計 591,322 7,803,104 

負債合計 14,489,845 24,193,616 
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    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 7,617,986 7,645,948 

資本剰余金 7,712,346 7,740,278 

利益剰余金 3,072,641 4,234,488 

自己株式 △217,646 △3,148,046 

株主資本合計 18,185,328 16,472,668 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 5,417,587 615,053 

為替換算調整勘定 333,517 441,488 

その他の包括利益累計額合計 5,751,105 1,056,542 

新株予約権 39,798 6,836 

少数株主持分 1,190,189 1,353,847 

純資産合計 25,166,422 18,889,894 

負債純資産合計 39,656,268 43,083,511 

 



３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 11,494,000 11,220,071 

受取手形及び売掛金 8,929,372 9,906,378 

有価証券 1,999,461 5,996,013 

営業投資有価証券 9,142,620 2,624,351 

たな卸資産 71,852 146,116 

繰延税金資産 69,029 65,765 

その他 887,287 1,000,259 

貸倒引当金 △162,753 △208,557 

流動資産合計 32,430,870 30,750,399 

固定資産    

有形固定資産 638,241 820,829 

無形固定資産    

のれん 212,306 2,450,704 

その他 1,019,419 1,420,070 

無形固定資産合計 1,231,726 3,870,774 

投資その他の資産    

投資有価証券 3,635,776 6,314,015 

その他 2,108,424 1,999,773 

貸倒引当金 △388,772 △672,281 

投資その他の資産合計 5,355,429 7,641,507 

固定資産合計 7,225,397 12,333,111 

資産合計 39,656,268 43,083,511 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 7,668,648 8,823,185 

短期借入金 200,000 3,305,383 

未払法人税等 681,528 1,539,161 

繰延税金負債 3,142,150 118,780 

賞与引当金 259,215 251,258 

その他 1,946,981 2,352,743 

流動負債合計 13,898,523 16,390,512 

固定負債    

長期借入金 55,552 7,223,409 

退職給付引当金 127,819 144,367 

繰延税金負債 39,963 70,379 

資産除去債務 127,815 139,666 

その他 240,171 225,281 

固定負債合計 591,322 7,803,104 

負債合計 14,489,845 24,193,616 
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    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 7,617,986 7,645,948 

資本剰余金 7,712,346 7,740,278 

利益剰余金 3,072,641 4,234,488 

自己株式 △217,646 △3,148,046 

株主資本合計 18,185,328 16,472,668 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 5,417,587 615,053 

為替換算調整勘定 333,517 441,488 

その他の包括利益累計額合計 5,751,105 1,056,542 

新株予約権 39,798 6,836 

少数株主持分 1,190,189 1,353,847 

純資産合計 25,166,422 18,889,894 

負債純資産合計 39,656,268 43,083,511 

 

y.iwamoto
タイプライターテキスト
以上

y.iwamoto
タイプライターテキスト

y.iwamoto
タイプライターテキスト




