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平成 27 年８月３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 竹下 俊弘 

(コード番号：7824 名証セントレックス) 

問合せ先 管 理 部 長 佐藤 政治 

(電話番号  0 2 2 － 3 9 2 － 3 7 1 1) 

 

（開示事項の経過） 新規事業（閉鎖型野菜工場事業）に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年４月 14 日公表の「新規事業の開始並びに株式会社みらくるグリーン及び合

同産業株式会社との業務提携のお知らせ」において、株式会社みらくるグリーン（所在地：大阪府

和泉市唐国町３-14-26 代表者：五唐秀昭）及び合同産業株式会社（所在地：広島県広島市中区

大手町２-７-10 代表者：網野公泰）と業務提携を行い、本社工場内の遊休施設となるクリーンル

ームの一部を有効活用した閉鎖型野菜工場事業を開始する旨をお知らせいたしておりましたが、

当初の生産計画及び売上計画通り進捗させることができず、購入代金が未払いのままとなってい

た当該設備の所有権、支払時期、支払条件等について合同産業株式会社との間で協議を行って

参りました。この度、合同産業株式会社と今後の方針について合意に至り、合同産業株式会社が

当該設備をひめぎん総合リース株式会社（所在地：愛媛県松山市勝山町 2-1 愛媛銀行本店 5 階 

代表者：岩﨑浩二）に譲渡及び借り受けるとともに、当社が当該設備を合同産業株式会社から借り

受けるリース契約を実施します。 

本来、取締役会決議後の契約締結となるべきところ、本日の取締役会での決議となり、開示が遅

れましたことを深くお詫び申し上げます。また、「2. 当初の計画通りに進まなかった経緯及び未払

金の額の訂正について」にて記載の通り、当該設備の未払金の額に関して、過去の開示資料で開

示した金額に誤りがありました。深くお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。 

 

1. 当初業務提携の内容及び行動計画 

平成 26 年４月 14 日公表の「新規事業の開始並びに株式会社みらくるグリーン及び合同産

業株式会社との業務提携のお知らせ」において開示していた通り、当初業務提携において、

当社は合同産業株式会社から当該事業に必要な設備等を購入し、当該事業の施行・販売等

の指導、設備のメンテナンス等の事業開始・継続に必要な事項を、合同産業株式会社及び株

式会社みらくるグリーンから当社が受けられる契約となっておりました。 

この契約に基づき、当初予定していた行動計画は下記の通りです。 

① 平成 26 年４月 15 日 契約締結 

② 平成 26 年５月中旬 設備工場内設置開始 

③ 平成 26 年６月初旬 設備周辺機器設置開始 
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④ 平成 26 年６月中旬 機器稼動運用テスト開始 

⑤ 平成 26 年７月末 商品サンプル出荷開始 

⑥ 平成 26 年９月中旬 販売開始 

上記計画の通り、平成26年７月末までに施設が完成し、生産・サンプル出荷を経て、平成26

年９月中旬から販売が開始できた場合、年間生産量29.2t、年間売上高116百万円（年間生産

コスト87百万円）となる見込みでありました。 

 

2. 当初の計画通りに進まなかった経緯及び未払金の額の訂正について 

平成 27 年３月９日付「第三者割当による新株式発行、第７回新株予約権の発行及びコミット

メント条項付募集新株予約権引受契約の締結並びに主要株主である筆頭株主の異動に関す

るお知らせ」の３～４頁(ⅲ)にて開示しました通り、平成 26 年７月に閉鎖型野菜工場の設備は

完成し、稼動について問題は生じておりませんでした。 

しかしながら、全生産量の販売先として当初予定していた企業から購入価格の大幅な引き

下げ交渉があったために少量の出荷に止まり、また他の販売先の確保も遅れておりましたため、

当初の生産計画及び売上計画通りに進捗せず、生産設備購入のための 140,500 千円が未払

いのままとなっておりました。 

なお、当該設備の投資額及び未払金額について、当社が過去に開示している適時開示資

料に下記のとおり誤りがございました。 

まず、平成 26 年４月 14 日付「新規事業の開始並びに株式会社みらくるグリーン及び合同

産業株式会社との業務提携のお知らせ」の４頁において初期投資額合計を 123,900 千円とし

ておりましたが、平成 26 年５月 22 日に増額しており、正しくは 148,000 千円でありました。した

がって、６頁の記載内容「本新規事業に必要な資金である 123,900 千円に関しましては、まず

契約金 8,000 千円に関しては手元資金より合同産業株式会社に対して支出予定であります。

残金 115,900 千円についてはまず半金 60,000 千円を平成 26 年６月末に支出予定であり、残

金を工事完成の翌月末日である平成 26 年８月末に合同産業株式会社に支払うことを予定し

ております」に関しても、正しくは、本新規事業に必要な資金は 148,000 千円であり、したがっ

て契約金 8,000 千円を支払った残金は 140,000 千円でありました。加えて、平成 26 年６月末

に第３回新株予約権の行使による資金により支出予定であるとした、契約金支払い後の残金

のうち 60,000 千円は実際にはその後支出しておりませんでした。従って、開示資料どおりであ

れば、現在、初期投資額に係る未払金は 55,900 千円であるところ、実際には、現時点の残金

は 140,000 千円であります。 

また、平成 27 年３月９日付「第三者割当による新株式発行、第７回新株予約権の発行及び

コミットメント条項付募集新株予約権引受契約の締結並びに主要株主である筆頭株主の異動

に関するお知らせ」の４頁にて「（略）当該事業の必要設備代金その他（初期投資費用 55 百万

円）について、（略）当社の運転資金及び経営改善計画全般を鑑み検討しておりましたが、上

記のような状況から合同産業株式会社（略）に対して未払いのままであり、現在、本件第三者
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割当との資金使途とは別に当該設備の所有権、支払時期、支払条件を合同産業株式会社と

調整中であります。」と開示いたしましたが、前述のとおり、開示した当初設備投資額が増額さ

れており、また、支出予定どおり支出しておりませんでしたので、実際の初期投資額に係る未

払金は 55,900 千円ではなく 140,000 千円であったため、正しくは「（略）当該事業の必要設備

代金その他（初期投資費用 140 百万円）について、（略）当社の運転資金及び経営改善計画

全般を鑑み検討しておりましたが、上記のような状況から合同産業株式会社（略）に対して未

払いのままであり、現在、本件第三者割当との資金使途とは別に当該設備の所有権、支払時

期、支払条件を合同産業株式会社と調整中であります。」でありました。 

上記の通りの記載の誤りの原因となったのは、設備投資額が実際には更新されていたにも

関わらず、それを反映せずに、当初設備投資額のままで開示業務を行っていたためでありま

す。 

当社は、平成 27 年 7 月 1 日付け「第三者委員会からの調査報告書（中間報告）の受領に

関する当社の対応方針等について」のとおり、現在、平成 25 年 12 月以降の開示資料の全面

的な見直しを行っており、今回の訂正もこれにあわせて行う予定であります。 

 

3. リースにより貸借する理由 

リーススキームを活用することにより、資金の効率的運用を図り、閉鎖型野菜工場を当社及び

株式会社オプトリーフと合同産業株式会社の共同事業として続けるため。 

 

4. リースにより賃借する資産の内容 

名称 所在地 リース料の総額 リース開始日 

室内野菜生産設備 宮城県仙台市青葉区

上愛子字松原 27 

69,083 千円 平成 27 年８月１日 

※リース終了後（平成 34 年７月）の当該設備の購入選択権付リースとなっております。 

 

5. 相手先の概要 

（１） 名称 合同産業株式会社 

（２） 所在地 広島県広島市中区大手町２-７-10 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 網野公泰 

（４） 事業内容 建築物の総合維持管理業務、警備業務等 

（５） 資本金 30 百万円 

（６） 設立年月日 昭和 34 年７月４日 

（７） 純資産 2,851 百万円 

（８） 総資産 4,415 百万円 

（９） 大株主 広島合同販売、網野公泰、網野剛 

（10）上場会社と当該会社の関係 資本関係、人的関係はありません。 
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ただし、当社と、閉鎖型野菜工場に関する技術指導

契約及びロイヤリティー契約を締結しております。 

 

6. 物件の所有者 

（１） 名称 ひめぎん総合リース株式会社 

（２） 所在地 愛媛県松山市勝山町 2-1 愛媛銀行本店 5 階 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 岩﨑浩二 

（４） 事業内容 リース業務、投資業務 

（５） 資本金 30 百万円 

（６） 設立年月日 昭和 49 年 6 月 26 日 

（７） 純資産 1,714 百万円 

（８） 総資産 9,413 百万円 

（９） 大株主 株式会社愛媛銀行、 JA 三井リース株式会社 

（10）上場会社と当該会社の関係 資本関係、人的関係及び取引関係はありません。 

また、当社との関連当事者には該当しません。 

 

7. リースによる貸借の日程 

（１） 取締役会決議 平成 27 年８月 3 日 

（２） 契約締結 平成 27 年７月 31 日 

（３） リース開始日 平成 27 年８月 1 日 

 

8. 今後の見通し 

当社と合同産業株式会社は、当該事業推進のために、合同産業株式会社が閉鎖型野菜工

場運営に関する技術を当社に提供する契約を締結しており、本リース契約後もその関係に変

更はありません。当社の業績等への影響については、現在精査中です。開示すべき事項があ

れば適時に開示いたします。 

 

以上 


