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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) 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

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

 

当社は平成 27 年 2 月 13 日に開示しました「平成 27 年 3 月期第１四半期決算短信［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。 



－2－ 

【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３四半期の業績（平成 26年 4月 1日～平成 26年 12月 31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１四半期 890 － △512 － △637 － △646 － 
26 年３月期第１四半期 － － － － － － － － 

（注）包括利益 27年 3月期第３四半期   △646百万円（－％） 26年３月期第３四半期  －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１四半期 △10.89 － 
26 年３月期第１四半期 － － 

※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３四半期の数値

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１四半期 1,873 △538 △29.5 △8.03 
26 年３月期第１四半期 － － － － 

（参考）自己資本 27年３月期第３四半期 △552百万円 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３四半期連結累計期間の売上高は 890,488 千円、営業損失は 512,803 千円、経常損

失は 637,671千円、四半期当期純損失は 646,922 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３四半期累計期間において、インターネット広告事業実績においては、売上の計上が無く、先

行投資のみとなったため、営業損失 44,506千円となりました。 
 

（２）財政状態に関する説明 
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、1,873,506 千円、純資産は△538,748 千円となりました。

この結果自己資本比率は△29.5％となりました。 
 
 
＜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３連結会計期間末において、

538,748千円の債務超過の状態であります。 
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＜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３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 
資産の部  

流動資産  

現金及び預金 15,654 

受取手形及び売掛金 238,605 

商品及び製品 26,908 

仕掛品 3,616 

原材料及び貯蔵品 56,150 

その他 118,487 

貸倒引当金 △4,214 

流動資産合計 455,208 

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 306,484 

機械装置及び運搬具（純額） 240,401 

土地 666,589 

その他（純額） 7,329 

     有形固定資産合計 1,220,804 

無形固定資産 6,525 

投資その他の資産 190,328 

固定資産合計 1,417,658 

繰延資産 639 

   資産合計 1,873,506 

 負債の部    

流動負債  

   支払手形及び買掛金 111,132 

   短期借入金 1,339,657 

   １年内返済予定の長期借入金 213,653 

   未払金 235,255 

   未払法人税等 2,912 

   その他 56,624 

   流動負債合計 1,959,236 

  固定負債  

   長期借入金 426,827 

   その他 26,191 

   固定負債合計 453,018 

  負債合計 2,412,254 
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 純資産の部  

  株主資本  

   資本金 1,348,298 

   資本剰余金 947,838 

   利益剰余金 △2,847,915 

   自己株式 △44 

   株主資本合計 △551,823 

  新株予約権 13,074 

  純資産合計 △538,748 

 負債純資産合計 1,873,506 
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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３四半期連結累計期間） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (単位：千円) 

 
当第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

売上高 890,488 
売上原価 1,013,761 

 売上総損失（△） △123,273 
 販売費及び一般管理費 359,530 
 営業損失（△） △512,803 
 営業外収益  
  受取利息 2,194 
  受取手数料 1,851 
  その他 1,050 

  営業外収益合計 5,096 
 営業外費用  
  支払利息 47,804 

  支払手数料 64,147 
  その他 18,013 
  営業外費用合計 129,964 
 経常損失（△） △637,671 
 特別損失  
  固定資産除却損 2,808 
  特別損失合計 2,808 
 税金等調整前四半期純損失（△） △640,480 
 法人税、住民税及び事業税 1,345 
 法人税等調整額 5,095 
 法人税等合計 6,441 
 少数株主損益調整前四半期純損失（△） △646,480 
 少数株主利益 － 

四半期純損失（△） △646,922 
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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３四半期連結累計期間） 

 (単位：千円) 

 
当第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 
少数株主損益調整前四半期純損失（△） △646,922 

四半期包括利益 △646,922 

 （内訳）  

  親会社株主に係る四半期包括利益 △646,922 

  少数株主に係る包括利益 － 
 
 

＜添付資料８ページ＞ 
（３）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３四半期連結会計期間末にお
いて、538,748千円の債務超過の状態であります。 

 
 
＜添付資料９ページ＞ 
（セグメント情報等） 
【セグメント情報】 
当第３四半期連結累計期間（自平成 26 年４月１日 至平成 26年 12月 31 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 

高栄養飼

料製造 
計 

売上高                  

外部顧客への売上高 783,370 107,001 － － 890,371 116 890,488 － 890,488 

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ 785 － － 785 － 785 △785 － 

計 783,370 107,786 － － 891,156 116 891,273 △785 890,488 

セグメント利益又は 

損失(△) 
△275,628 △19,183 △44,506 △54,932 △394,251 △46,346 △440,597 △72,206 △512,803 

（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」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△40,560千円は、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３四半期の業績（平成 26年 4月 1日～平成 26年 12月 31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３四半期 890 － △482 － △580 － △754 － 
26 年３月期第３四半期 － － － － － － － － 

（注）包括利益 27年３月期第３四半期   △754百万円（－％） 26年３月期第３四半期  －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３四半期 △12.70 － 
26 年３月期第３四半期 － － 

※１ 平成 27年３月期第３四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３四半期の数値

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３四半期 1,776 △646 △37.1 △9.59 
26 年３月期第３四半期 － － － － 
（参考）自己資本 27年３月期第３四半期 △659百万円 26年３月期 －百万円 

※ 平成 27年３月期第３四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３四半期連結累計期間の売上高は 890,901 千円、営業損失は 482,803 千円、経常損

失は 580,198千円、当期純損失は 754,320 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３四半期累計期間において、インターネット広告事業実績においては、売上の計上が無く、先

行投資のみとなったため、営業損失 14,506千円となりました。 
 
（２）財政状態に関する説明 
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、1,776,108 千円、純資産は△646,146 千円となりました。

この結果自己資本比率は△37.1％となりました。 
 

 
＜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３連結会計期間末において、

754,320千円の債務超過の状態であります。 
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＜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３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 
資産の部  

流動資産  

現金及び預金 15,654 

受取手形及び売掛金 238,605 

商品及び製品 26,908 

仕掛品 3,616 

原材料及び貯蔵品 56,150 

その他 159,360 

貸倒引当金 △49,685 

流動資産合計 450,610 

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 306,484 

機械装置及び運搬具（純額） 240,401 

土地 666,589 

その他（純額） 7,329 

     有形固定資産合計 1,220,804 

無形固定資産 6,525 

投資その他の資産 97,528 

固定資産合計 1,324,858 

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産 639 

   資産合計 1,776,108 

 負債の部    

流動負債  

   支払手形及び買掛金 111,132 

   短期借入金 1,339,657 

   １年内返済予定の長期借入金 213,653 

   未払金 235,255 

   未払法人税等 2,912 

   その他 66,624 

   流動負債合計 1,969,236 

  固定負債  

   長期借入金 426,827 

   その他 26,191 

   固定負債合計 453,018 

  負債合計 2,422,254 
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 純資産の部  

  株主資本  

   資本金 1,348,298 

   資本剰余金 947,838 

   利益剰余金 △2,955,313 

   自己株式 △44 

   株主資本合計 △659,221 

  新株予約権 13,074 

  純資産合計 △646,146 

 負債純資産合計 1,776,108 

 



－10－ 

＜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３四半期連結累計期間） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (単位：千円) 

 
当第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

売上高 890,488 
売上原価 1,013,761 

 売上総損失（△） △123,273 
 販売費及び一般管理費 359,530 
 営業損失（△） △482,803 
 営業外収益  
  受取利息 2,194 
  受取手数料 － 
  共同制作事業収益金 683 
  その他 367 
  営業外収益合計 3,245 
 営業外費用  
  支払利息 47,804 

  支払手数料 34,822 
  その他 18,013 
  営業外費用合計 100,639 
 経常損失（△） △580,198 
 特別損失  
  固定資産除却損 2,808 
  貸倒引当金繰入額 164,871 
  特別損失合計 167,679 
 税金等調整前四半期純損失（△） △747,878 
 法人税、住民税及び事業税 1,345 
 法人税等調整額 5,095 
 法人税等合計 6,441 
 少数株主損益調整前四半期純損失（△） △754,320 
 少数株主利益 － 

四半期純損失（△） △754,320 
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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３四半期連結累計期間） 

 (単位：千円) 

 
当第3四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 
少数株主損益調整前四半期純損失（△） △754,320 

四半期包括利益 △754,320 

 （内訳）  

  親会社株主に係る四半期包括利益 △754,320 

  少数株主に係る包括利益 － 
 
 

＜添付資料８ページ＞ 
（３）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３四半期連結会計期間末にお
いて、538,748千円の債務超過の状態であります。 

 
 
＜添付資料９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 12月 31 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 

高栄養飼

料製造 
計 

売上高                  

外部顧客への売上高 783,370 107,001 － － 890,371 116 890,488 － 890,488 

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ 785 － － 785 － 785 △785 － 

計 783,370 107,786 － － 891,156 － 891,273 △785 890,488 

セグメント利益又は 

損失(△) 
△275,628 △19,183 △14,506 △54,932 △364,251 △46,346 △410,597 △72,206 △482,803 

（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」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△72,206千円は、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。 


