
 

 

                             
 

平成 20 年１月 17 日 

各      位 

会 社 名  株式会社オプトエレクトロニクス 
代表者名  代表取締役社長 俵   政 美 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６６４） 
問合せ先 
役職・氏名 取締役会長 志村 則彰 
電   話 ０４８－４４６－１１８１ 

 

（追加・訂正）「平成19年11月期決算短信」の一部追加及び訂正について 

 

 平成20年１月11日に発表いたしました「平成19年11月期決算短信」につきまして、一部誤りが有り

ましたので、以下の通り追加・訂正いたします。 

 （注）訂正箇所は＿下線で示しております。 

 

 

【追加・訂正前】３ページ 資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 

   19 年３月期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりです。 

基準日 期末 年間 

１株当たり配当金 10 円  00 銭 10 円  00 銭

配当金総額 52 百万円 52 百万円

【追加・訂正後】 

   19 年 11 月期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりです。 

基準日 期末 年間 

１株当たり配当金 10 円  00 銭 10 円  00 銭

配当金総額 52 百万円 52 百万円

  (注) 純資産の減少割合 0.026 

 



 

 

【訂正前】４ページ (2）財政状態に関する分析 ①資産、負債及び純資産の状況 

  (流動資産) 

  当連結会計年度末における流動資産は前連結会計年度末と比較して 14 億 71 百万円増加し、

111 億 16 百万円となりました。これは主として、受取手形及び売掛金が３億 46 百万円、たな卸

資産が７億 79 百万円、それぞれ増加したことによります。 

【訂正後】 

  (流動資産) 

  当連結会計年度末における流動資産は前連結会計年度末と比較して 14 億 71 百万円増加し、

111 億 60 百万円となりました。これは主として、受取手形及び売掛金が３億 46 百万円、たな卸

資産が７億 79 百万円、それぞれ増加したことによります。 

 

【訂正前】５ページ (2）財政状態に関する分析 ②キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により 20 億 21 百万円減少及び投

資活動により 23 億 13 百万円減少し、財務活動により 40 億 13 百万円増加となりました。この

結果現金及び現金同等物は２億１百万円減少となり、当連結会計年度の期末残高は 33 億 12 百

万円(前期比 5.7％減)となりました。 

【訂正後】 

  当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により 20 億 21 百万円減少及び投

資活動により 23 億 34 百万円減少し、財務活動により 40 億 11 百万円増加となりました。この

結果現金及び現金同等物は２億１百万円減少となり、当連結会計年度の期末残高は 33 億 12 百

万円(前期比 5.7％減)となりました。 

 

【訂正前】５ページ (2）財政状態に関する分析 ②キャッシュ・フローの状況 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果得られた資金は、40 億 11 百万円となりました。長期借入金による収入 58 億

百万円等の要因があったことによるものであります。 

【訂正後】 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果得られた資金は、40 億 11 百万円となりました。長期借入金による収入 58 億

円等の要因があったことによるものであります。 



 

 

【訂正前】16 ページ (4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  前連結会計年度 

（自 平成 17 年 12 月 1 日）

（至 平成 18 年 11 月 30 日）

当連結会計年度 

（自 平成 18 年 12 月 1 日） 

（至 平成 19 年 11 月 30 日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ 

  ュ・フロー 

     

税金等調整前当期純利

益 

 
662,195  217,085  △445,110 

減価償却費  371,782  543,829  172,047 

長期前払費用償却額  1,833  1,267  △565 

社債発行費償却  － 2,042  2,042 

のれん償却額   1,010  － △1,010 

貸倒引当金の増減額（減

少：△） 

 
△3,989  5,250  9,239 

受取利息及び受取配当

金 

 
△44,263  △74,546  △30,282 

支払利息  43,074  128,652  85,577 

為替差損  331  1,002  671 

固定資産除却損  953  15,367  14,414 

減損損失  103,097  － △103,097 

売上債権の増減額 

（増加：△） 

 
112,412  △277,125  △389,538 

たな卸資産の増減額（増

加：△） 

 
△848,356  △724,117  124,239 

仕入債務の増減額（減

少：△） 

 
711,268  △978,156  △1,689,424 

その他資産の増減額（増

加：△） 

 
△166,281  △419,173  △252,891 

その他負債の増減額（減

少：△） 

 
101,656  △54,876 △156,532

小計  1,046,724  △1,613,497 △2,660,222

利息及び配当金の受取

額 

 
44,322  74,546  30,223 

利息の支払額  △42,903  △127,027  △84,123 

法人税等の支払額  △435,480  △355,913 79,566

営業活動によるキャッ 

シュ・フロー 

 
612,662 △2,021,893  △2,634,555

 



 

 

【訂正後】 

  前連結会計年度 

（自 平成 17 年 12 月 1 日）

（至 平成 18 年 11 月 30 日）

当連結会計年度 

（自 平成 18 年 12 月 1 日） 

（至 平成 19 年 11 月 30 日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ 

  ュ・フロー 

     

税金等調整前当期純利

益 

 
662,195  217,085  △445,110 

減価償却費  371,782  543,829  172,047 

長期前払費用償却額  1,833  1,267  △565 

社債発行費償却  － 2,159  2,159

のれん償却額   1,010  － △1,010 

貸倒引当金の増減額（減

少：△） 

 
△3,989  5,250  9,239 

受取利息及び受取配当

金 

 
△44,263  △74,546  △30,282 

支払利息  43,074  128,652  85,577 

為替差損  331  1,002  671 

固定資産除却損  953  15,367  14,414 

減損損失  103,097  － △103,097 

売上債権の増減額 

（増加：△） 

 
112,412  △277,125  △389,538 

たな卸資産の増減額（増

加：△） 

 
△848,356  △724,117  124,239 

仕入債務の増減額（減

少：△） 

 
711,268  △978,156  △1,689,424 

その他資産の増減額（増

加：△） 

 
△166,281  △419,173  △252,891 

その他負債の増減額（減

少：△） 

 
101,656  △54,876 △156,532

小計  1,046,724  △1,613,380 △2,660,105

利息及び配当金の受取

額 

 
44,322  74,546  30,223 

利息の支払額  △42,903  △127,027  △84,123 

法人税等の支払額  △435,480  △355,913 79,566

営業活動によるキャッ 

シュ・フロー 

 
612,662 △2,021,776  △2,634,438

 



 

 

【訂正前】17 ページ (4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  前連結会計年度 

（自 平成 17 年 12 月 1 日）

（至 平成 18 年 11 月 30 日）

当連結会計年度 

（自 平成 18 年 12 月 1 日） 

（至 平成 19 年 11 月 30 日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ 
  シュ・フロー 

   

定期預金の預入による

支出 
 

－ △4,127 △4,127 

定期預金の解約による

収入 
 413,036 － △413,036 

有形固定資産の取得に

よる支出 
 

△1,004,518 △2,306,119 △1,301,601 

有形固定資産の売却に

よる収入 
 1,100 － △1,100 

無形固定資産の取得に

よる支出 
 

△54,071 △21,700 32,370

その他投資の増減額

（増加：△） 
 

△4,509 △2,853  1,656

  投資活動によるキャッ 
  シュ・フロー 

 
△648,963 △2,334,800 △1,685,837 

Ⅲ 財務活動によるキャッ 
  シュ・フロー 

   

短期借入金の純増減額

（減少：△） 
 1,919,761 △403,731 △2,323,492 

長期借入れによる収入  － 5,800,000 5,800,000

長期借入金の返済によ

る支出 
 

△1,072,484 △998,302 74,182

社債の発行による収入  － 97,957 97,957

社債の償還による支出  △48,000 △432,000 △384,000 

株式の発行による収入  17,530 － △17,530 

配当金の支払額  △13,057 △52,630 △39,572 

  財務活動によるキャッ 
  シュ・フロー 

 803,749 4,011,294 3,207,545

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 166,768 144,007 △22,760 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減

額（減少：△） 
 934,216 △201,392 △1,135,608 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 2,579,284 3,513,500 934,215

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末

残高 
※1  3,513,500 3,312,107 △201,392 

    

 



 

 

【訂正後】 

  前連結会計年度 

（自 平成 17 年 12 月 1 日）

（至 平成 18 年 11 月 30 日）

当連結会計年度 

（自 平成 18 年 12 月 1 日） 

（至 平成 19 年 11 月 30 日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ 
  シュ・フロー 

   

定期預金の預入による

支出 
 

－ △4,127 △4,127 

定期預金の解約による

収入 
 413,036 － △413,036 

有形固定資産の取得に

よる支出 
 

△1,004,518 △2,306,119 △1,301,601 

有形固定資産の売却に

よる収入 
 1,100 － △1,100 

無形固定資産の取得に

よる支出 
 

△54,071 △21,700 32,370

その他投資の増減額

（増加：△） 
 

△4,509 △2,853  1,656

  投資活動によるキャッ 
  シュ・フロー 

 
△648,963 △2,334,800 △1,685,837 

Ⅲ 財務活動によるキャッ 
  シュ・フロー 

   

短期借入金の純増減額

（減少：△） 
 1,919,761 △403,731 △2,323,492 

長期借入れによる収入  － 5,800,000 5,800,000

長期借入金の返済によ

る支出 
 

△1,072,484 △998,302 74,182

社債の発行による収入  － 97,840 97,840

社債の償還による支出  △48,000 △432,000 △384,000 

株式の発行による収入  17,530 － △17,530 

配当金の支払額  △13,057 △52,630 △39,572 

  財務活動によるキャッ 
  シュ・フロー 

 803,749 4,011,177 3,207,427

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 166,768 144,007 △22,760 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減

額（減少：△） 
 934,216 △201,392 △1,135,608 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 2,579,284 3,513,500 934,215

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末

残高 
※1  3,513,500 3,312,107 △201,392 

    

 



 

 

【訂正前】33 ページ (セグメント情報） ｃ．海外売上高 

     当連結会計年度（自平成 18 年 12 月 1 日 至平成 19 年 11 月 30 日） 

 米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,557,371 3,731,487 516,479  5,805,338 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 9,851,721 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
15.8 42.3 5.2  63.3 

【訂正後】 

     当連結会計年度（自平成 18 年 12 月 1 日 至平成 19 年 11 月 30 日） 

 米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,557,371 3,716,078 516,479  5,789,930 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 9,836,313 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
15.8 42.3 5.2  63.3 

 

以   上 


