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平成20年８月９日 

 

各 位 

 

会 社 名  オプテックス株式会社 

代表者名  代表取締役社長 小林  徹 

（コード番号 6914 東証第一部） 

問合せ先  執行役員管理本部長 東 晃 

電話番号  ０７７－５７９－８０００ 

 

 

（訂正）「平成20年12月期 中間決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 20年８月６日に発表いたしました「平成 20年 12月期 中間決算短信」の内容に一部誤りがあ

りましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。 

 

記 

 
【訂正箇所】 

１．１ページ「(3) 連結キャッシュ・フローの状況」 

（訂正前） 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

20年６月中間期 822 △868 △344 7,207 

19年６月中間期 841 △283 △428 8,067 

19年12月期 2,176 △1,182 △842 7,834 

 

（訂正後） 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

20年６月中間期 822 △368 △344 7,707 

19年６月中間期 841 △283 △428 8,067 

19年12月期 2,176 △1,182 △842 7,834 

 

２．４ページ「(3) 財政状態に関する分析（投資活動によるキャッシュ・フロー）」 

（訂正前） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は８億68百万円（前年同期は２億83百万円）となりました。これは

主に、資金運用に伴う有価証券の取得及び売却（差引支出 ３億 99百万円）、金型等取得に伴う有形

固定資産の取得による支出（１億85百万円）があったためであります。 

 

（訂正後） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は３億68百万円（前年同期は２億83百万円）となりました。これは

主に、金型等取得に伴う有形固定資産の取得による支出（１億85百万円）があったためであります。 
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３．16ページ「(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書」 

（訂正前） 

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月 30日）

対前中間期 
比較増減 

前連結会計年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

有価証券の取得による支
出 

－ △900,000   － 

有価証券の売却・償還によ
る収入 

100,000 500,450   100,000 

新規連結子会社取得に伴
う支出 

△143,788 －   △143,788 

新規連結子会社取得に伴
う収入 

21,166 29,832   21,166 

投資有価証券の取得によ
る支出 

△544,458 △481,432   △1,244,280 

投資有価証券の売却・償還
による収入 

428,838 316,962   593,578 

有形固定資産の取得によ
る支出 

△155,849 △185,982   △422,230 

有形固定資産の売却によ
る収入 

29,078 9,097   32,184 

無形固定資産の取得によ
る支出 

△16,590 △143,517   △114,392 

貸付けによる支出 △10,200 △21,189   △18,400 

貸付金の回収による収入 7,924 7,469   14,036 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△283,878 △868,309 △584,431 △1,182,126 

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 － 12,067   △81,229 

    長期借入金の返済に 
 よる支出 

△153,988 △3,419   △160,020 

株式の発行による収入 24,603 10,772   24,603 

少数株主からの払込みに
よる収入 

－ －   18,450 

配当金の支払額 △260,568 △339,010   △599,603 

少数株主への配当金の支
払額 

△22,560 △23,790   △22,560 

その他 △16,425 △752   △21,913 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△428,939 △344,132 84,806 △842,273 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

171,811 △236,647 △408,458 △84,084 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

300,848 △627,089 △927,937 67,862 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

7,767,048 7,834,911 67,862 7,767,048 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末(期末)残高 

8,067,897 7,207,822 △860,075 7,834,911 
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（訂正後） 

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月 30日）

対前中間期 
比較増減 

前連結会計年度 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

有価証券の取得による支
出 

－ △400,000   － 

有価証券の売却・償還によ
る収入 

100,000 500,450   100,000 

新規連結子会社取得に伴
う支出 

△143,788 －   △143,788 

新規連結子会社取得に伴
う収入 

21,166 29,832   21,166 

投資有価証券の取得によ
る支出 

△544,458 △481,432   △1,244,280 

投資有価証券の売却・償還
による収入 

428,838 316,962   593,578 

有形固定資産の取得によ
る支出 

△155,849 △185,982   △422,230 

有形固定資産の売却によ
る収入 

29,078 9,097   32,184 

無形固定資産の取得によ
る支出 

△16,590 △143,517   △114,392 

貸付けによる支出 △10,200 △21,189   △18,400 

貸付金の回収による収入 7,924 7,469   14,036 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△283,878 △368,309 △84,431 △1,182,126 

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 － 12,067   △81,229 

    長期借入金の返済に 
 よる支出 

△153,988 △3,419   △160,020 

株式の発行による収入 24,603 10,772   24,603 

少数株主からの払込みに
よる収入 

－ －   18,450 

配当金の支払額 △260,568 △339,010   △599,603 

少数株主への配当金の支
払額 

△22,560 △23,790   △22,560 

その他 △16,425 △752   △21,913 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△428,939 △344,132 84,806 △842,273 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

171,811 △236,647 △408,458 △84,084 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

300,848 △127,089 △427,937 67,862 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

7,767,048 7,834,911 67,862 7,767,048 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末(期末)残高 

8,067,897 7,707,822 △360,075 7,834,911 

          

 
以 上 


