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平成 23 年６月 13 日 
各    位 
                                                  会 社 名  株 式 会 社 オ プ ト ロ ム 
                                                  代表者名  代表取締役社長   三浦  一博 
                                                  (コード番号：7824 名証セントレックス) 
                                                  問合せ先  取締役管理部長 佐藤 政治 
                                                  (電話番号  0 2 2 － 3 9 2 － 3 7 1 1) 
 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 23年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 
 
 
  当社が平成 23 年５月 16 日に開示しました「平成 23 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」
の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので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、訂正箇所には下線を付しております。 
 

記 
 
１．サマリー情報 

①1ページ 
 【訂正前】 
  １．平成 23 年３月期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 
  （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 ％

23 年 3 月期 2,431 △9.8 △201 － △291 － △369 －

22 年 3 月期 2,694 △13.5 20 － △118 － △138 －

 
 【訂正後】 
  １．平成 23 年３月期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 
  （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 ％

23 年 3 月期 2,431 △9.8 △201 － △292 － △369 －

22 年 3 月期 2,694 △13.5 20 － △118 － △138 －

 

②２ページ 

 【訂正前】 

  （参考）個別業績の概要 

１．平成 23 年３月期の個別業績（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

  （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 ％

23 年 3 月期 2,420 △8.4 △176 － △263 － △373 －

22 年 3 月期 2,643 △14.7 43 － △81 － △136 －
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 【訂正後】 
  （参考）個別業績の概要 

１．平成 23 年３月期の個別業績（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 
  （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 ％

23 年 3 月期 2,420 △8.4 △176 － △265 － △373 －

22 年 3 月期 2,643 △14.7 43 － △81 － △136 －

 
２．添付資料 
 ①２ページ 
 【訂正前】 

１．経営成績 
 （１）経営成績に関する分析 

<省略> 
その結果、当連結会計年度の売上高は 2,431,058 千円(前年同期比 9.8％減）、営業損失は
201,723 千円（前年同期は営業利益 20,314 千円）、経常損失は 291,125 千円（前年同期は
経常損失 118,964 千円）となりました。 

<省略> 
 【訂正後】 

１．経営成績 
 （１）経営成績に関する分析 

<省略> 
その結果、当連結会計年度の売上高は 2,431,058 千円(前年同期比 9.8％減）、営業損失は
201,723 千円（前年同期は営業利益 20,314 千円）、経常損失は 292,871 千円（前年同期は
経常損失 118,964 千円）となりました。 

<省略> 
 

 ②６ページ 
 【訂正前】 

 （５）継続企業の前提に関する重要事象等 
当社グループは、過去３期連続して経常損失、及び当期純損失であり、当連結会計年度

においても、E・COOL事業業績が計画と大幅に乖離し、291,125千円の経常損失および369,012
千円の当期純損失となりました。さらに、３月に発生した東日本大震災により工場の操業
が停止したことで売上収入が減少し、また、震災復旧の追加支出が発生したことから、約
定通りに借入金を返済することが困難となりました。これらにより、当社グループには継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

<省略> 
 【訂正後】 

 （５）継続企業の前提に関する重要事象等 
当社グループは、過去３期連続して経常損失、及び当期純損失であり、当連結会計年度

においても、E・COOL事業業績が計画と大幅に乖離し、292,871千円の経常損失および369,012
千円の当期純損失となりました。さらに、３月に発生した東日本大震災により工場の操業
が停止したことで売上収入が減少し、また、震災復旧の追加支出が発生したことから、約
定通りに借入金を返済することが困難となりました。これらにより、当社グループには継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

<省略> 
 

 ③７ページ 
 【訂正前】 

（４）会社の対処すべき課題 
当社グループは、前連結会計年度において３期連続の経常損失、当期純損失であり、当

該状況を解消すべく、経営合理化計画を策定しており、それは利益の黒字化を目標として、
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販売価格の適正化（売上原価に見合う価格転嫁）、製造コストの削減の実行と「E・COOL」
など新製品の開発により販売拡大、また、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特
別措置法による認定を受け、同法に基づく金融機関からの資金調達を実施いたしました。 

当連結会計年度において、E・COOL事業の販売計画と実績が大幅に乖離したことやデジタ
ルコンテンツ事業において繁忙期の３月に東日本大震災が発生した影響により、一時的に
工場が操業停止状態となったことなどから利益面に大きな影響を受けました。この結果、
経常損失は291,125千円となり、災害による損失、災害損失引当金繰入額、固定資産除却損
などを特別損失として計上したことにより当期純損失も369,012千円となり、多額の損失を
計上することとなりました。当該経営合理化計画はその途上にあり、利益の黒字化を目標
として再度邁進してまいります。 

<省略> 
 

 【訂正後】 
（４）会社の対処すべき課題 

当社グループは、前連結会計年度において３期連続の経常損失、当期純損失であり、当
該状況を解消すべく、経営合理化計画を策定しており、それは利益の黒字化を目標として、
販売価格の適正化（売上原価に見合う価格転嫁）、製造コストの削減の実行と「E・COOL」
など新製品の開発により販売拡大、また、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特
別措置法による認定を受け、同法に基づく金融機関からの資金調達を実施いたしました。 

当連結会計年度において、E・COOL事業の販売計画と実績が大幅に乖離したことやデジタ
ルコンテンツ事業において繁忙期の３月に東日本大震災が発生した影響により、一時的に
工場が操業停止状態となったことなどから利益面に大きな影響を受けました。この結果、
経常損失は292,871千円となり、災害による損失、災害損失引当金繰入額、固定資産除却損
などを特別損失として計上したことにより当期純損失も369,012千円となり、多額の損失を
計上することとなりました。当該経営合理化計画はその途上にあり、利益の黒字化を目標
として再度邁進してまいります。 

<省略> 
 

 ④11 ページ 

   【訂正前】 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

      （連結損益計算書） 

                    （単位：千円） 

 当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

売上高 2,431,058 
売上原価 2,144,455 

売上総利益 286,603 

販売費及び一般管理費 488,327 

営業利益又は営業損失（△） △201,723 

営業外収益  
受取利息 15 
共同製作事業収益金 16,963 
助成金収入 8,394 
たな卸資産売却益 20,615 
貸倒引当金戻入額 1,746 
その他 4,237 

営業外収益合計 51,973 

営業外費用  
支払利息 52,341 
共同製作事業費用 71,864 
株式交付費 － 
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                    （単位：千円） 

 当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

支払手数料 8,307 
貸倒引当金繰入額 － 
その他 8,860 

営業外費用合計 141,374 

経常損失（△） △291,125 

特別利益  
収用補償金 － 
賞与引当金戻入額 4,940 

特別利益合計 4,940 

特別損失  
固定資産除却損 25,906 
災害による損失 18,626 
災害損失引当金繰入額 33,818 
割増退職金 7,628 

特別損失合計 85,980 

税金等調整前当期純損失（△） △372,165 

法人税、住民税及び事業税 3,243 
法人税等調整額 △6,396 

法人税等合計 △3,153 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △369,012 

当期純損失（△） △369,012 

   【訂正後】 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

      （連結損益計算書） 

                    （単位：千円） 

 当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

売上高 2,431,058 
売上原価 2,144,455 

売上総利益 286,603 

販売費及び一般管理費 488,327 

営業利益又は営業損失（△） △201,723 

営業外収益  
受取利息 15 
共同製作事業収益金 16,963 
助成金収入 8,394 
たな卸資産売却益 20,615 
その他 4,237 

営業外収益合計 50,226 

営業外費用  
支払利息 52,341 
共同製作事業費用 71,864 
株式交付費 － 
支払手数料 8,307 
貸倒引当金繰入額 － 
その他 8,860 

営業外費用合計 141,374 
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                    （単位：千円） 

 当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

経常損失（△） △292,871 

特別利益  
収用補償金 － 
賞与引当金戻入額 4,940 
貸倒引当金戻入額 1,746 

特別利益合計 6,686 

特別損失  
固定資産除却損 25,906 
災害による損失 18,626 
災害損失引当金繰入額 33,818 
割増退職金 7,628 

特別損失合計 85,980 

税金等調整前当期純損失（△） △372,165 

法人税、住民税及び事業税 3,243 
法人税等調整額 △6,396 

法人税等合計 △3,153 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △369,012 

当期純損失（△） △369,012 

 

－ ⑤16 ページ 
   【訂正前】 

（５）継続企業の前提に関する注記 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

 当社グループは、過去３期連続して経常損失、及び当期純損失で
あり、当連結会計年度においても、E・COOL事業業績が計画と大幅
に乖離し、291,125千円の経常損失および369,012千円の当期純損失
となりました。さらに、３月に発生した東日本大震災により工場の
操業が停止したことで売上収入が減少し、また、震災復旧の追加 
支出が発生したことから、約定通りに借入金を返済することが困難
となりました。これらにより、当社グループには継続企業の前提に
重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

<省略> 

 
   【訂正後】 

（５）継続企業の前提に関する注記 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

 当社グループは、過去３期連続して経常損失、及び当期純損失で
あり、当連結会計年度においても、E・COOL事業業績が計画と大幅
に乖離し、292,871千円の経常損失および369,012千円の当期純損失
となりました。さらに、３月に発生した東日本大震災により工場の
操業が停止したことで売上収入が減少し、また、震災復旧の追加 
支出が発生したことから、約定通りに借入金を返済することが困難
となりました。これらにより、当社グループには継続企業の前提に
重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

<省略> 
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 ⑥27 ページ 
   【訂正前】 

（２）損益計算書 
                    （単位：千円） 

 当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

売上高 2,420,164 
売上原価  

製品期首たな卸高 11,350 
当期商品仕入高 5,171 

 当期製品仕入高 463,268 
 当期製品製造原価 1,735,163 

合計 2,214,954 

他勘定振替高 3,625 
製品期末たな卸高 73,856 

製品売上原価 2,137,471 

売上総利益 282,692 

販売費及び一般管理費  
販売促進費 12,347 
荷造運賃 43,572 
貸倒引当金繰入額 － 
役員報酬 57,448 
給料 116,171 
賞与引当金繰入額 － 
福利厚生費 24,730 
退職給付費用 14,312 
賃借料 26,698 

 減価償却費 1,572 
 顧問料 44,935 
 旅費及び交通費 32,163 

その他 85,355 

販売費及び一般管理費合計 459,307 

営業利益又は営業損失（△） △176,615 

営業外収益  
受取利息 15 
共同製作事業収益金 16,963 
助成金収入 8,394 
たな卸資産売却益 20,615 
貸倒引当金戻入額 1,746 
その他 4,764 

営業外収益合計 52,499 

営業外費用  
支払利息 52,341 
共同製作事業費用 71,864 
株式交付費 － 
支払手数料 8,128 
貸倒引当金繰入額 － 
その他 7,175 

営業外費用合計 139,511 

経常損失（△） △263,626 
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                    （単位：千円） 

 当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

特別利益  
収用補償金 － 
子会社支援引当金戻入額 2,599 
賞与引当金戻入額 4,940 

特別利益合計 7,539 

特別損失  
固定資産除却損 25,906 
貸倒引当金繰入額 34,313 
災害による損失 18,626 
災害損失引当金繰入額 33,818 
割増退職金 7,628 

特別損失合計 120,293 

税引前当期純損失（△） △376,381 

法人税、住民税及び事業税 3,243 
法人税等調整額 △6,396 

法人税等合計 △3,153 

当期純損失（△） △373,227 

   【訂正後】 
（２）損益計算書 

                    （単位：千円） 

 当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

売上高 2,420,164 
売上原価  

製品期首たな卸高 11,350 
当期商品仕入高 5,171 

 当期製品仕入高 463,268 
 当期製品製造原価 1,735,163 

合計 2,214,954 

他勘定振替高 3,625 
製品期末たな卸高 73,856 

製品売上原価 2,137,471 

売上総利益 282,692 

販売費及び一般管理費  
販売促進費 12,347 
荷造運賃 43,572 
貸倒引当金繰入額 － 
役員報酬 57,448 
給料 116,171 
賞与引当金繰入額 － 
福利厚生費 24,730 
退職給付費用 14,312 
賃借料 26,698 

 減価償却費 1,572 
 顧問料 44,935 
 旅費及び交通費 32,163 

その他 85,355 

販売費及び一般管理費合計 459,307 
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                    （単位：千円） 

 当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

営業利益又は営業損失（△） △176,615 

営業外収益  
受取利息 15 
共同製作事業収益金 16,963 
助成金収入 8,394 
たな卸資産売却益 20,615 
その他 4,764 

営業外収益合計 50,753 

営業外費用  
支払利息 52,341 
共同製作事業費用 71,864 
株式交付費 － 
支払手数料 8,128 
貸倒引当金繰入額 － 
その他 7,175 

営業外費用合計 139,511 

経常損失（△） △265,373 

特別利益  
収用補償金 － 
子会社支援引当金戻入額 2,599 
賞与引当金戻入額 4,940 
貸倒引当金戻入額 1,746 
特別利益合計 9,285 

特別損失  
固定資産除却損 25,906 
貸倒引当金繰入額 34,313 
災害による損失 18,626 
災害損失引当金繰入額 33,818 
割増退職金 7,628 

特別損失合計 120,293 

税引前当期純損失（△） △376,381 

法人税、住民税及び事業税 3,243 
法人税等調整額 △6,396 

法人税等合計 △3,153 

当期純損失（△） △373,227 
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－ ⑦31 ページ 
   【訂正前】 

（４）継続企業の前提に関する注記 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

  
当社は、過去３期連続して経常損失、及び当期純損失であり、当

事業年度においても、E・COOL事業業績が計画と大幅に乖離し、
263,626 千円の経常損失および373,227千円の当期純損失となりま
した。さらに、３月に発生した東日本大震災により工場の操業が停
止したことで売上収入が減少し、また、震災復旧の追加支出が発生
したことから、約定通りに借入金を返済することが困難となりまし
た。これらにより、当社には継続企業の前提に重要な疑義を生じさ
せるような事象又は状況が存在しております。 

<省略> 

 
   【訂正後】 

（４）継続企業の前提に関する注記 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当社は、過去３期連続して経常損失、及び当期純損失であり、当
事業年度においても、E・COOL事業業績が計画と大幅に乖離し、
265,373 千円の経常損失および373,227千円の当期純損失となりま
した。さらに、３月に発生した東日本大震災により工場の操業が停
止したことで売上収入が減少し、また、震災復旧の追加支出が発生
したことから、約定通りに借入金を返済することが困難となりまし
た。これらにより、当社には継続企業の前提に重要な疑義を生じさ
せるような事象又は状況が存在しております。 

<省略> 

 
 

以  上 


