
 

 

平成 21 年 1月 15 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   取締役会長 志村 則彰 

電  話 ０４８－４４６－１１８１ 

（訂正）「平成 20 年 11 月期決算短信」の一部訂正について 

平成 21 年１月 14 日に発表いたしました「平成 20 年 11 月期決算短信」につきまして、一部誤りがありま

したので、以下の通り訂正いたします。 

今回の訂正は、「準備金の額の減少公告」の官報への掲載が 1 月 21 日（水曜日）となったことに伴うもの

です。 

 なお、訂正箇所には ＿下線を付しております。 

記 

１．１ページ「配当支払開始予定日」 

【訂正前】 

 配当支払開始予定日  平成 21 年２月20日 

【訂正後】 

 配当支払開始予定日  平成 21 年２月24日 

 

２．25 ページ「２．配当に関する事項（２）」 

【訂正前】 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 21 年 2月 19 日 

取締役会 
普通株式 52,630 資本剰余金 10 平成 20年 11月 30日 平成 21 年 2月20日

【訂正後】 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 21 年 2月 19 日 

取締役会 
普通株式 52,630 資本剰余金 10 平成 20年 11月 30日 平成 21 年 2月24日

 

以  上 



平成20年11月期 決算短信 

平成21年1月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 オプトエレクトロニクス 上場取引所 JQ 
コード番号 6664 URL http://home.opto.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 俵 政美

問合せ先責任者 （役職名） 取締役会長 （氏名） 志村則彰 TEL 048-446-1181

定時株主総会開催予定日 平成21年2月19日 配当支払開始予定日 平成21年2月24日

有価証券報告書提出予定日 平成21年2月19日

1.  20年11月期の連結業績（平成19年12月1日～平成20年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年11月期 9,360 △4.8 404 4.1 192 △11.3 126 327.6
19年11月期 9,836 7.6 388 △49.8 217 △71.4 29 △79.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年11月期 24.12 ― 2.5 1.1 4.3
19年11月期 5.64 ― 0.6 1.4 4.0

（参考） 持分法投資損益 20年11月期  ―百万円 19年11月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年11月期 16,974 5,017 29.5 953.33
19年11月期 16,919 5,398 31.9 1,025.75

（参考） 自己資本   20年11月期  5,017百万円 19年11月期  5,398百万円

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11月期 △648 △899 351 1,950
19年11月期 △2,021 △2,334 4,011 3,312

2.  配当の状況 

（注）20年11月期の配当原資には、資本剰余金が含まれております。 詳細は３ページ「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧ください。  

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年11月期 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 52 177.3 1.0
20年11月期 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 52 41.5 1.0

21年11月期 
（予想） 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 ――― 35.1 ―――

3.  21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 4,525 91.2 ― ― 140 64.5 ― ― ―

通期 9,500 101.5 475 117.6 300 156.3 150 ― 28.50
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年11月期  5,263,000株 19年11月期  5,263,000株

② 期末自己株式数 20年11月期  ―株 19年11月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年11月期の個別業績（平成19年12月1日～平成20年11月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年11月期 6,310 △4.5 289 ― 23 ― 18 ―

19年11月期 6,606 5.5 △186 ― △441 ― △449 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年11月期 3.49 ―

19年11月期 △85.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年11月期 12,918 1,490 11.5 283.15
19年11月期 12,584 1,527 12.1 290.18

（参考） 自己資本 20年11月期  1,490百万円 19年11月期  1,527百万円

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、
上記予想数値と異なる場合があります。  
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資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳

20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

1株当たり配当金 10円 00銭 10円 00銭

配当金総額

(注)　純資産の減少割合 0.027

期末 年間

52百万円 52百万円
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