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平成 27年８月５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 ) 

 

過年度に係る四半期決算短信の訂正等に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年７月 31 日付「平成 27 年３月期有価証券報告書提出遅延及び当社株式の監

理銘柄（確認中）指定に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、平成 27 年３月期有価証券

報告書について、金融商品取引法第 24 条第１項に定める提出期限である平成 27 年６月 30 日ま

でに提出できないことから、提出期限の延長申請を行い、平成 27 年７月 31 日までの延長申請を

受け、監査法人とも提出期限の延長申請時より作業の調整を行い、その予定で準備を進めており

ました。しかしながら、訂正に係る調査に当初想定以上に日数を要し、その分有価証券報告書の

作業が遅延したため、平成 27 年３月期に有価証券報告書については作業を完了させることが出

来ず、過年度の有価証券報告書、四半期報告書の訂正報告書のみを提出しております。平成 27

年３月期有価証券報告書については現在、平成 27 年８月７日までを目処に提出する予定であり

ます。 

また、本日、過年度に係る四半期決算短信につきまして以下のとおり一部訂正を行いましたの

で、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 訂正の理由・概要 

当社は、平成 27 年５月 20 日付け「第三者委員会設置に関するお知らせ」にて開示のとおり、

平成 26 年２月 27 日付けで発行決議いたしました第三者割当による第４回新株予約権の募集及

びこれに関する平成 27 年３月９日付けの一部訂正に係る開示内容、当社の平成 26 年３月期以

降に行われた外部へのファイナンシャル・アドバイザリー報酬の支払、借入金及び新株予約権行

使に関する事項、並びに当社子会社である株式会社オプトガイアを通じた業務提携先への資金拠

出等につき訂正を要する可能性が高いことが判明致しましたことにつき、第三者委員会を設置し、

調査を進め、既に開示しておりますとおり、平成 27 年 6 月 30 日に第三者委員会より中間報告書

を受領いたしました。そして、その中間報告での認定事実を基礎として、開示済みの開示書類の

訂正を検討してまいりました。 

また、平成 27 年７月 30 日付「第三者委員会の調査報告書（最終報告）の受領に関するお知ら

せ」にてお知らせいたしましたとおり、当社は、発生原因の分析と再発防止策の提言を盛り込ん

だ「最終報告」を第三者委員会により受領しております。この「最終報告」には平成 27 年６月

30 日付け中間報告で指摘された事項以外に、新たに訂正が必要となる事項は記載されておりま

せんでした。 

平成 27 年７月 31 日及び本日、当社が提出及び訂正開示を行った有価証券報告書等及び四半期

決算短信の主な訂正内容は以下のとおりです。 

なお、平成 27 年７月 30 日付「第三者委員会の調査報告書（最終報告）の受領に関するお知ら
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せ」にてお知らせいたしましたとおり、平成 27 年７月 31 日及び本日の訂正内容は、第三者委員

会から指摘されている事項のうち、主に訂正が必要な会計処理及び関連当事者取引に係る事項に

ついてのみであり、それ以外に第三者委員会から指摘されている事項については、現在、平成

26 年２月 27 日に発行決議した第４回新株予約権に係る有価証券届出書、平成 27 年３月９日付

けの当該届出書に係る訂正届出書及びこれらに係る適時開示資料の訂正並びに平成 25 年 12 月以

降の当社の開示資料の必要な訂正の準備を進めており、準備が出来次第速やかに開示してまいり

ます。 

 

 ① 株式会社 i3（注）への預託金の偽装回収 

 当社は、当社元取締役から株式会社 i3 の事業取得のための必要な預託金であるとの説明を受

け、当社の代表取締役の決定に基づき、平成 26 年４月７日に「株式会社 i3 への預託金」として

40 百万円を出金いたしました。この 40 百万円は、実際には、当社元取締役が法的な権限なく当

社を代表して平成 26 年２月 27 日に発行決議した第４回新株予約権の割当先グループ企業又はそ

のＣＥＯと合意したものであり、これを履行するため当社代表取締役に虚偽ないし著しく正確性

を欠く説明を行って出金をさせたものであり、その実質は、当社から相手方への貸付でありまし

た。当該預託金に関しては、平成 27 年３月期第１四半期に未収入金として計上しておりますが、

これらの状況から仮払金として処理し、また、当該 40 百万円は、上記の割当先グループ企業又

はそのＣＥＯにより費消されており返済が見込まれないため、その全額に対して貸倒引当金を設

定する訂正を行いました。 

また、当社元取締役は、当該 40 百万円が費消されたことを認識しており、監査法人によりそ

の回収時期及び回収可能性についての指摘を受け、事実を隠蔽するため、当社元取締役が他の執

行役員等から 30百万円を借入れ、平成 26年８月 26日から 27日にかけて、上記預託金（未収

金）の返済と偽装して当社口座へ入金させた後、他の支払手数料名目で現金で振出しをして、他

の執行役員等に返還することで資金を循環させておりました。当社は、平成 27年３月期第２四

半期に、この 30 百万円に当社元従業員の調達した 10百万円を合計した 40百万円の当社への振

込みにつき未収入金が回収された会計処理を行っておりますが、上記の通り、これは当社への有

効な返済ではないことや、40百万円の回収偽装の一部として利用された支払手数料に、実態や

根拠がないことなどについて、必要な訂正を行いました。 

（注）株式会社 i３：第三者委員会「最終報告書」に記載されている非開示の法人の略称。 

 

 ② 農業支援関連事業への出金 

 当社は、平成 26年４月頃から農業支援関連事業に取り組むため、平成 26年４月から８月まで

に、当社又は当社子会社㈱オプトガイアから業務提携先に 123百万円を支払いました。しかし、

平成 27年３月期第１四半期に計上されたホームページ作成費用 32百万円（宣伝広告費）及びソ

フトウェア仮勘定 35 百万円は、広告宣伝事業としての費用実態やソフトウェア制作の実態が認

めがたく、仮払金として資産計上すべきものでした。 

 また、同期第２四半期以降は当該業務提携先への出金を長期貸付金等として処理しておりまし

たが、これら平成 27 年３月期第３四半期までの当該業務提携先に対する出金 123百万円は、業

務提携先との基本合意において返済原資とした事業の収入がほぼゼロ円の状態であることから回

収可能性が低いものと判断し、全額につき貸倒引当金を計上する訂正を行いました。 

 

 ③ 関連当事者取引（訂正有価証券報告書等のみの訂正） 

 平成 26年 12月 24 日付で適時開示した、当社がホライズンパリテートサービス株式会社から
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の借入れた 10百万円は、実質借入先が当社元執行役員であり、関連当事者との取引として、当

該借入れ取引が実施されたことの注記が必要であったため、追加して訂正いたしました。 

 加えて、当社は、平成 26年２月 27 日に取締役会で発行決議された第４回新株予約権のうち

6,500個をホライズンパリテートサービス株式会社に割り当てておりましたが、当該新株予約権

の実質的な資金提供者は当社元執行役員であったため、これも同様に関連当事者との取引として

追加する訂正を行いました。 

 また当社は、第４回新株予約権の発行に際して、顧問弁護士との間で委任契約（ファイナン

ス･アドバイス）を締結しておりましたが、この報酬 550万円が当該顧問弁護士の口座に入金さ

れた翌日に、全額が当社元執行役員に支払われていることから、かかる金銭の実質は当社元執行

役員の得たコンサルティング報酬と認められるものでした。したがって関連当事者として追加す

る訂正を行いました。 

 

 ④ 新規事業の開始についての取締役会決議 

当社は、平成 26 年７月 17 日付にて、当社の 100％子会社である株式会社オプトガイアにおい

て、インターネット広告事業を開始いたしました。当該新規事業の開始につきましては、平成

26年 7月 17日に株式会社オプトガイアで取締役会決議がなされましたが、株式会社オプトロム

では正式に取締役会決議をしておりませんでした。当社取締役会に対しては、同年７月 22日に

開催された定時取締役会で、当該新規事業の開始について報告がなされたのみであったため、第

１四半期での「重要な後発事象」の記載内容の修正を行いました。 

 

以上の内容を踏まえた当社の過年度の連結業績等への影響額は以下の通りです。 

（単位：千円） 

   修正前 修正後 修正額 

平成27年３月期

第１四半期 

売 上 高 303,901 303,901 － 

営業損失（△）  △141,314 △111,314 30,000 

経常損失（△） △166,801 △138,653 28,148 

四半期純損失（△） △170,024 △249,475 △79,451 

純 資 産 △269,325 △348,776 △79,451 

総 資 産 1,794,254 1,714,654 △79,600 

平成27年３月期

第２四半期 

売 上 高 579,430 579,430 － 

営業損失（△）  △328,951 △298,951 30,000 

経常損失（△）  △417,622 △360,149 57,473 

四半期純損失（△） △424,289 △519,687 △95,398 

純 資 産 △426,119 △521,517 △95,398 

総 資 産 1,869,147 1,783,749 △85,398 

平成27年３月期

第３四半期 

売 上 高 890,488 890,488 － 

営業損失（△）  △512,803 △482,803 30,000 

経常損失（△）  △637,671 △580,198 57,473 

四半期純損失（△） △646,922 △754,320 △107,398 

純 資 産 △538,748 △646,146 △107,398 

総 資 産 1,873,506 1,776,108 △97,398 

 

２．訂正を行った有価証券報告書および四半期報告書 

①第 28期期末   （自 平成 25年４月１日        至 平成 26年３月 31日）有価証券報告書 

②第 29期第１四半期（自 平成 26 年４月１日 至 平成 26 年６月 30 日）四半期報告書 



－4－ 

③第 29期第２四半期（自 平成 26 年７月１日 至 平成 26 年９月 30 日）四半期報告書 

④第 29期第３四半期（自 平成 26 年 10 月１日 至 平成 26 年 12 月 31 日）四半期報告書 

 

３．訂正を行った四半期決算短信 

①平成 27 年３月期 第１四半期決算短信 [日本基準]（連結） 

②平成 27 年３月期 第２四半期決算短信 [日本基準]（連結） 

③平成 27 年３月期 第３四半期決算短信 [日本基準]（連結） 

 

４．今後の見通し 

今回の訂正を踏まえた平成 27 年３月期の連結業績の実績値は、平成 27年２月 13日に公表いたし

ました業績予想数値から、名古屋証券取引所が定める適時開示の軽微基準の範囲内となる見込みです 

また、「１．訂正の理由・概要」で記載しましたとおり、当社は、平成 27年８月７日までに平成

27 年３月期有価証券報告書及び決算短信を提出及び公表するとともに、速やかに、平成 26年２月 27

日に発行決議した第４回新株予約権に係る有価証券届出書、平成 27年３月９日付けの当該届出書に

係る訂正届出書及びこれらに係る適時開示資料の訂正並びに平成 25年 12月以降の当社の開示資料の

必要な訂正を行ってまいります。 

 

以  上 


