
－1－ 

 

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) 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 27年３月期第２四半期決算短信［日本基準］（連結）」の一部訂正について 

 

当社は平成 26 年 11 月 14 日に開示しました「平成 27 年 3 月期第２四半期決算短信［日本基準］（連

結）」の一部を訂正しましたのでお知らせいたします。 

 

1. 提出理由 

訂正内容と理由につきましては、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」及び平成 27 年８月５日付「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」にて開示しておりますので、ご参照ください。 

 

2. 訂正内容 

訂正内容には＿を付して表示しております。 
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【訂正前】 

＜サマリー情報＞ 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 27年３月期第２四半期の業績（平成 26年４月１日～平成 26年９月 30日） 

（１）連結経営成績（累計）                                               （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

27 年３月期第２四半期 579 － △328 － △417 － △424 － 

26 年３月期第２四半期 － － － － － － － － 

（注）包括利益 27年３月期第２四半期   △424百万円（－％） 26年３月期第２四半期  －百万円（－％） 

 

 
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益  

 円   銭 円   銭 

27 年３月期第２四半期 △7.60 － 

26 年３月期第２四半期 － － 

※１ 平成 27 年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成 26 年３月期第２四半期の数

値及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純

損失であるため、記載しておりません。 

 

（２）連結財政状態 

 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 

27 年３月期第２四半期 1,869 △426 △23.6 △7.09 

26 年３月期第２四半期 － － － － 

（参考）自己資本 27年３月期第２四半期 △440百万円 26年３月期 －百万円 

※ 平成 27 年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成 26 年３月期の数値は記載

しておりません。 

 
 
＜添付資料２ページ＞ 

１．当四半期決算に関する定性的情報 
（１）連結経営成績に関する説明 

【略】 
その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 579,430千円、営業損失は 328,951千円、経常損失

は 417,622千円、当期純損失は 424,289千円となりました。 
セグメントの業績は次のとおりであります。 
【略】 

（インターネット広告事業） 
当第２四半期累計期間の総資産は、インターネット広告事業においては、売上げの計上が無く、選考

投資のみとなったため、営業損失 41,239千円となりました。 
 
（２）財政状態に関する説明 
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、1,869,147 千円、純資産は△426,119 千円となりました。

この結果、自己資本比率は△23.6％となりました。 
 キャッシュ・フローの状況 
 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、75,398
千円となりました。 
 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり
ます。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果、支出した資金は 241,187千円となりました。これは主に減少要因として、税金等調
整前四半期純損失 420,312千円の計上があったことによります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動の結果、支出した資金は 125,611千円となりました。これは主に減少要因として、貸付によ
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る支出 90,800千円などがあったことによります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果、増加した資金は 418,878千円となりました。これは主に増価要因として新株予約権
の行使による株式の発行による収入 322,590千円などがあったことによります 

 
＜添付資料３ページ＞ 
３．継続企業の前提に関する重要事象等 

当社は、７期連続して経常損失および当期純損失を計上しており、当第２連結会計期間末において、
426,119千円の債務超過の状態であります。 
 
 
＜添付資料５ページ＞ 

４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

 （単位：千円） 

 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 75,398 

受取手形及び売掛金 214,188 

商品及び製品 39,035 

仕掛品 5,458 

原材料及び貯蔵品 57,283 

その他 63,334 

貸倒引当金 △3,340 

流動資産合計 451,357 

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 312,846 

機械装置及び運搬具（純額） 255,704 

土地 666,589 

その他（純額） 7,574 

有形固定資産合計 1,242,714 

無形固定資産 1,865 

投資その他の資産 172,509 

固定資産合計 1,417,089 

繰延資産 700 

資産合計 1,869,147 
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負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 190,179 

短期借入金 1,155,042 

１年内返済予定の長期借入金 206,876 

未払金 214,286 

未払法人税等 3,181 

その他 58,188 

流動負債合計 1,827,754 

固定負債  

長期借入金 443,330 

繰延税金負債 23,802 

その他 380 

固定負債合計 467,513 

負債合計 2,295,267 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,292,397 

資本剰余金 891,937 

利益剰余金 △2,625,283 

自己株式 △44 

株主資本合計 △440,992 

新株予約権 14,873 

純資産合計 △429,119 

負債純資産合計 1,869,147 
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＜添付資料６ページ＞ 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結損益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

 （単位：千円） 

 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

売上高 579,430 

売上原価 668,445 

売上総損失（△） △89,015 

販売費及び一般管理費 239,936 

営業損失（△） △328,951 

営業外収益  

受取利息 1,073 

受取手数料 1,851 

その他 582 

営業外収益合計 3,508 

営業外費用  

支払利息 35,690 

支払手数料 48,795 

その他 7,693 

営業外費用合計 92,179 

経常損失（△） △417,622 

特別損失  

固定資産除却損 2,690 

特別損失合計 2,690 

税金等調整前四半期純損失（△） △420,312 

法人税、住民税及び事業税 889 

法人税等調整額 3,087 

法人税等合計 3,977 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △424,289 

少数株主利益 － 

四半期純損失（△） △424,289 
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＜添付資料７ページ＞ 

（四半期連結包括利益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

 （単位：千円） 

 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △424,289 

四半期包括利益 △424,289 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △424,289 

少数株主に係る四半期包括利益 － 
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＜添付資料８ページ＞ 
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：千円） 

 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △420,312 

減価償却費 33,018 

株式報酬費用 3,893 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,235 

受取利息及び受取配当金 △1,073 

支払利息 35,690 

固定資産除却損 2,690 

売上債権の増減額（△は増加） 64,766 

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,613 

仕入債務の増減額（△は減少） 50,475 

未払金の増減額（△は減少） 59,966 

その他 △24,039 

小計 △226,774 

利息及び配当金の受取額 1 

利息の支払額 △11,966 

法人税等の支払額 △2,448 

営業活動によるキャッシュ・フロー △241,187 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △33,069 

貸付けによる支出 △90,800 

その他 △1,742 

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,611 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 116,000 

短期借入金の返済による支出 △25,000 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 322,590 

新株予約権の発行による収入 5,288 

財務活動によるキャッシュ・フロー 418,878 

現金及び現金同等物に係る換算差額  

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 52,079 

現金及び現金同等物の期首残高 23,318 

現金及び現金同等物の四半期末残高 75,398 
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＜添付資料９ページ＞ 
（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 
（継続企業の前提に関する注記） 

当社は、７期連続して経常損失および当期純損失を計上しており、当第２四半期連結会計期間末にお
いて、426,119千円の債務超過の状態であります。  
 
 
＜添付資料 10ページ＞ 
（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 
当第１四半期連結累計期間（自平成 26 年４月１日 至平成 26年９月 30日） 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

                （単位：千円） 

  報告セグメント 

その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連

結損益計

算書 

計上額 

(注)３ 

  
デジタル 

コンテンツ 
E・COOL 

インター 

ネット広告 
計 

売上高                 

外部顧客への売上高 502,033 77,385 － 579,418 11 579,430 － 579,430 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － － 

計 502,033 77,385 － 579,418 11 579,430 － 579,430 

セグメント利益又は 

損失(△) 
△181,922 △10,704 △41,239 △233,866 △52,344 △286,210 △42,740 △328,951 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、閉鎖型野菜工場

事業、高栄養飼料製造事業等が含まれております。 

２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△42,740千円は、主に報告セグメントに配分してい

ない一般経費等の全社費用であります。 

３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
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【訂正後】 

＜サマリー情報＞ 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 27年３月期第２四半期の業績（平成 26年４月１日～平成 26年９月 30日） 

（１）連結経営成績（累計）                                                （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

27 年３月期第２四半期 579 － △298 － △360 － △519 － 

26 年３月期第２四半期 － － － － － － － － 

（注）包括利益 27年３月期第２四半期   △519百万円（－％） 26年３月期第２四半期  －百万円（－％） 

 

 
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益  

 円   銭 円   銭 

27 年３月期第２四半期 △9.31 － 

26 年３月期第２四半期 － － 

※１ 平成 27 年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成 26 年３月期第２四半期の数

値及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純

損失であるため、記載しておりません。 

 

（２）連結財政状態 

 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 

27 年３月期第２四半期 1,783 △521 △30.1 △8.62 

26 年３月期第２四半期 － － － － 

（参考）自己資本 27年３月期第２四半期 △536百万円 26年３月期 －百万円 

※ 平成 27 年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成 26 年３月期の数値は記載

しておりません。 

 
 
＜添付資料２ページ＞ 

１．当四半期決算に関する定性的情報 
（１）連結経営成績に関する説明 

【略】 
その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 579,430千円、営業損失は 298,951千円、経常損失

は 360,149千 円、当期純損失は 519,687 千円となりました。 
セグメントの業績は次のとおりであります。 
【略】 

（インターネット広告事業） 
当第２四半期累計期間の総資産は、インターネット広告事業においては、売上げの計上が無く、選考

投資のみとなったため、営業損失 11,239千円となりました。 
 
（２）財政状態に関する説明 
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、1,783,749 千円、純資産は△521,517 千円となりました。

この結果、自己資本比率は△30.1％となりました。 
 キャッシュ・フローの状況 
 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、75,398
千円となりました。 
 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり
ます。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果、支出した資金は 214,587千円となりました。これは主に減少要因として、税金等調
整前四半期純損失 515,710千円の計上があったことによります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動の結果、支出した資金は 152,211千円となりました。これは主に減少要因として、貸付によ
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る支出 117,400 千円などがあったことによります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果、増加した資金は 418,878千円となりました。これは主に増価要因として新株予約権
の行使による株式の発行による収入 322,590千円などがあったことによります 

 
 
＜添付資料３ページ＞ 
３．継続企業の前提に関する重要事象等 

当社は、７期連続して経常損失および当期純損失を計上しており、当第１連結会計期間末において、
521,517千円の債務超過の状態であります。 
 
 
＜添付資料５ページ＞ 

４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

 （単位：千円） 

 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 75,398 

受取手形及び売掛金 214,188 

商品及び製品 39,035 

仕掛品 5,458 

原材料及び貯蔵品 57,283 

その他 104,207 

貸倒引当金 △48,811 

流動資産合計 446,759 

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 312,846 

機械装置及び運搬具（純額） 255,704 

土地 666,589 

その他（純額） 7,574 

有形固定資産合計 1,242,714 

無形固定資産 1,865 

投資その他の資産 91,709 

固定資産合計 1,336,289 

繰延資産 700 

資産合計 1,783,749 
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負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 190,179 

短期借入金 1,155,042 

１年内返済予定の長期借入金 206,876 

未払金 214,286 

未払法人税等 3,181 

その他 68,188 

流動負債合計 1,837,754 

固定負債  

長期借入金 443,330 

繰延税金負債 23,802 

その他 380 

固定負債合計 467,513 

負債合計 2,305,267 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,292,397 

資本剰余金 891,937 

利益剰余金 △2,720,681 

自己株式 △44 

株主資本合計 △536,390 

新株予約権 14,873 

純資産合計 △521,517 

負債純資産合計 1,783,749 
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＜添付資料６ページ＞ 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結損益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

 （単位：千円） 

 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

売上高 579,430 

売上原価 668,445 

売上総損失（△） △89,015 

販売費及び一般管理費 209,936 

営業損失（△） △298,951 

営業外収益  

受取利息 1,073 

受取手数料 － 

共同制作事業収益金 480 

その他 101 

営業外収益合計 1,656 

 営業外費用  

 支払利息 35,690 

支払手数料 19,470 

その他 7,693 

営業外費用合計 62,854 

 経常損失（△） △360,149 

特別損失  

固定資産除却損 2,690 

貸倒引当金繰入額 152,871 

特別損失合計 155,561 

税金等調整前四半期純損失（△） △515,710 

法人税、住民税及び事業税 889 

法人税等調整額 3,087 

法人税等合計 3,977 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △519,687 

少数株主利益 － 

四半期純損失（△） △519,687 
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＜添付資料７ページ＞ 

（四半期連結包括利益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

 （単位：千円） 

 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △519,687 

四半期包括利益 △519,687 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △519,687 

少数株主に係る四半期包括利益 － 
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＜添付資料８ページ＞ 
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：千円） 

 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △515,710 

減価償却費 33,018 

株式報酬費用 3,893 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 142,635 

受取利息及び受取配当金 △1,073 

支払利息 35,690 

固定資産除却損 2,690 

売上債権の増減額（△は増加） 64,766 

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,613 

仕入債務の増減額（△は減少） 50,475 

未払金の増減額（△は減少） 59,966 

その他 △54,912 

小計 △200,174 

利息及び配当金の受取額 1 

利息の支払額 △11,966 

法人税等の支払額 △2,448 

営業活動によるキャッシュ・フロー △214,587 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △33,069 

貸付けによる支出 △117,400 

その他 △1,742 

投資活動によるキャッシュ・フロー △152,211 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 116,000 

短期借入金の返済による支出 △25,000 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 322,590 

新株予約権の発行による収入 5,288 

財務活動によるキャッシュ・フロー 418,878 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 52,079 

現金及び現金同等物の期首残高 23,318 

現金及び現金同等物の四半期末残高 75,398 
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＜添付資料９ページ＞ 
（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 
（継続企業の前提に関する注記） 
 当社は、７期連続して経常損失および当期純損失を計上しており、当第２四半期連結会計期間末にお
いて、521,517千円の債務超過の状態であります。  

 
 
＜添付資料 10ページ＞ 

（セグメント情報等） 
【セグメント情報】 
当第１四半期連結累計期間（自平成 26 年４月１日 至平成 26年９月 30日） 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

                （単位：千円） 

  報告セグメント 

その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連

結損益計

算書 

計上額 

(注)３ 

  
デジタル 

コンテンツ 
E・COOL 

インター 

ネット広告 
計 

売上高                 

外部顧客への売上高 502,033 77,385 － 579,418 11 579,430 － 579,430 

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － － － － － － 

計 502,033 77,385 － 579,418 11 579,430 － 579,430 

セグメント利益又は 

損失(△) 
△181,922 △10,704 △11,239 △203,866 △52,344 △256,210 △42,740 △298,951 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、閉鎖型野菜工場

事業、高栄養飼料製造事業等が含まれております。 

２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△42,740千円は、主に報告セグメントに配分してい

ない一般経費等の全社費用であります。 

３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 

 


