
 

平成 25 年 1 月 24 日 

各      位 

会 社 名  株式会社オプトエレクトロニクス 

代表者名  代表取締役社長 俵   政 美 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６６４） 

問合せ先  取締役会長 志村 則彰 

電   話  ０４８－４４６－１１８１ 

 

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 24 年 11 月期決算短信［日本基準］（連結）」 

の一部訂正について 
 

 

 

平成 24 年 12 月 27 日に発表いたしました「平成 24 年 11 月期決算短信」の一部に訂正がありましたので、  

別紙のとおりお知らせいたします。なお、訂正に伴う、資産、負債、純資産の総額の増減、及び損益に与える影

響はありません。 

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。 
訂正の箇所には下線「 」を付しております。 
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＜別紙＞ 

添付資料 ６ページ 
４. 連結財務諸表   

（１）連結貸借対照表   
 （訂正前）   

(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度 
     

(平成 23 年 11 月 30 日) (平成 24 年 11 月 30 日) 
資産の部  

 流動資産  
  現金及び預金 2,019,465 1,899,622 

  受取手形及び売掛金 1,898,417 1,944,585
  商品及び製品 2,088,377 2,166,528
  仕掛品 － 5,964
  原材料及び貯蔵品 1,473,782 1,655,543
  繰延税金資産 34,871 82,183
  その他 833,901 414,367
  貸倒引当金 △68,058 △64,807
  流動資産合計 8,280,757 8,103,988 

 固定資産  
  有形固定資産  
   建物及び構築物 3,086,037 3,087,381
    減価償却累計額 △1,096,963 △1,194,197
    建物及び構築物（純額） 1,989,074 1,893,184
   機械装置及び運搬具 446,292 485,046
    減価償却累計額 △283,475 △334,279
    機械装置及び運搬具（純額） 162,817 150,766
   工具、器具及び備品 3,780,960 3,979,278
    減価償却累計額 △3,178,278 △3,477,479
    工具、器具及び備品（純額） 602,681 501,798
   土地 553,740 553,740
   リース資産 13,992 12,698
    減価償却累計額 △4,482 △6,820
    リース資産（純額） 9,509 5,877
   建設仮勘定 227,585 43,535
   有形固定資産合計 3,545,408 3,148,903
  無形固定資産  
   リース資産 70,402 52,036
   その他 467,092 401,382

   無形固定資産合計 537,494 453,419
  投資その他の資産  
   投資有価証券 2,922 2,957
   繰延税金資産 134,902 124,920
   その他 185,158 186,478 

   貸倒引当金 △32,136 △31,785
   投資その他の資産合計 290,846 282,570 

  固定資産合計 4,373,749 3,884,893 
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 資産合計 12,654,506 11,988,882



 

 （訂正後）   
(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度 
     

(平成 23 年 11 月 30 日) (平成 24 年 11 月 30 日) 
資産の部  

 流動資産  
  現金及び預金 2,019,465 1,909,622 

  受取手形及び売掛金 1,898,417 1,944,585
  商品及び製品 2,088,377 2,166,528
  仕掛品 － 5,964
  原材料及び貯蔵品 1,473,782 1,655,543
  繰延税金資産 34,871 82,183
  その他 833,901 414,367
  貸倒引当金 △68,058 △64,807
  流動資産合計 8,280,757 8,113,988 

 固定資産  
  有形固定資産  
   建物及び構築物 3,086,037 3,087,381
    減価償却累計額 △1,096,963 △1,194,197
    建物及び構築物（純額） 1,989,074 1,893,184
   機械装置及び運搬具 446,292 485,046
    減価償却累計額 △283,475 △334,279
    機械装置及び運搬具（純額） 162,817 150,766
   工具、器具及び備品 3,780,960 3,979,278
    減価償却累計額 △3,178,278 △3,477,479
    工具、器具及び備品（純額） 602,681 501,798
   土地 553,740 553,740
   リース資産 13,992 12,698
    減価償却累計額 △4,482 △6,820
    リース資産（純額） 9,509 5,877
   建設仮勘定 227,585 43,535
   有形固定資産合計 3,545,408 3,148,903
  無形固定資産  
   リース資産 70,402 52,036
   その他 467,092 401,382

   無形固定資産合計 537,494 453,419
  投資その他の資産  
   投資有価証券 2,922 2,957
   繰延税金資産 134,902 124,920
   その他 185,158 176,478 

   貸倒引当金 △32,136 △31,785
   投資その他の資産合計 290,846 272,570 

  固定資産合計 4,373,749 3,874,893 

 
 資産合計 12,654,506 11,988,882
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添付資料８ページ 
（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）   
 （訂正前）   
        (単位：千円)

       前連結会計年度 当連結会計年度 
     (自 平成 22 年 12 月１日 (自 平成 23 年 12 月１日 
        至 平成 23 年 11 月 30 日） 至 平成 24 年 11 月 30 日）

（途中省略）  
営業外収益   

 受取利息 5,534 8,790 

 受取配当金 68 68

 為替差益 － 69,845

 受取家賃 3,314 16,415 

 受取開発負担金 10,000 －

 貸倒引当金戻入額 － 1,453

 その他 5,402 3,340

 営業外収益合計 24,319 99,914

         
（途中省略）   
特別利益   

 固定資産売却益 70,672 －

 国庫補助金 － 25,600

 特別利益合計 70,672 25,600

       
       

 （訂正後）   
        (単位：千円)

       前連結会計年度 当連結会計年度 
     (自 平成 22 年 12 月１日 (自 平成 23 年 12 月１日 
        至 平成 23 年 11 月 30 日） 至 平成 24 年 11 月 30 日）

（途中省略）  
営業外収益   

 受取利息 5,534 12,967 

 受取配当金 68 68

 為替差益 － 69,845

 受取家賃 3,314 12,238 

 受取開発負担金 10,000 －

 貸倒引当金戻入額 － 1,453

 その他 5,402 3,340

 営業外収益合計 24,319 99,914

      
（途中省略）   
特別利益   

 固定資産売却益 70,672 －

 助成金収入 － 25,600

 特別利益合計 70,672 25,600
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添付資料 10 ページ 
（３）連結株主資本等変動計算書   

 （訂正前）   
(単位：千円)

     前連結会計年度 当連結会計年度 
     (自 平成 22 年 12 月１日 (自 平成 23 年 12 月１日 
          至 平成 23 年 11 月 30 日) 至 平成 24 年 11 月 30 日)
株主資本  

 資本金  
  当期首残高 942,415 942,415
  当期末残高 942,415 942,415
 資本剰余金  
  当期首残高 843,056 843,056
  当期変動額  
   準備金から剰余金への振替 － △623,920
   当期変動額合計 － △623,920
  当期末残高 843,056 219,136
 利益剰余金  
  当期首残高 2,810,731 3,182,868
  当期変動額  
   準備金から剰余金への振替 － 623,920
   剰余金の配当 － △13,156
   当期純利益 372,136 427,755
   当期変動額合計 372,136 1,038,519
  当期末残高 3,182,868 4,221,387
      
 （訂正後）  

(単位：千円)

     前連結会計年度 当連結会計年度 
     (自 平成 22 年 12 月１日 (自 平成 23 年 12 月１日 
          至 平成 23 年 11 月 30 日) 至 平成 24 年 11 月 30 日)
株主資本  

 資本金  
  当期首残高 942,415 942,415
  当期末残高 942,415 942,415
 資本剰余金  
  当期首残高 843,056 843,056
  当期変動額  
   欠損填補 － △623,920
   当期変動額合計 － △623,920
  当期末残高 843,056 219,136
 利益剰余金  
  当期首残高 2,810,731 3,182,868
  当期変動額  
   欠損填補 － 623,920
   剰余金の配当 － △13,156
   当期純利益 372,136 427,755
   当期変動額合計 372,136 1,038,519
  当期末残高 3,182,868 4,221,387
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添付書類 12 ページ 
（４）連結キャッシュ・フロー計算書   

 （訂正前）   
    (単位：千円)
     前連結会計年度 当連結会計年度 
    (自 平成 22 年 12 月１日 (自 平成 23 年 12 月１日 
   

  

  至 平成 23 年 11 月 30 日) 至 平成 24 年 11 月 30 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
 税金等調整前当期純利益 469,216 462,549
 減価償却費 595,883 589,953
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,530 △1,395
 受取利息及び受取配当金 △5,602 △8,858 

 投資有価証券評価損益（△は益） 7,930 －

 支払利息 190,976 150,653
 為替差損益（△は益） 3,264 △43,550
 固定資産除売却損益（△は益） 1,802 1,930
 有形固定資産売却損益（△は益） △70,672 －

 売上債権の増減額（△は増加） △458,903 △66,532
 たな卸資産の増減額（△は増加） 299,261 △299,859
 仕入債務の増減額（△は減少） 383,955 △833,048
 その他の資産の増減額（△は増加） △203,137 473,096
 その他の負債の増減額（△は減少） 57,484 △76,330
 小計 1,280,990 348,608 

 利息及び配当金の受取額 5,602 8,858 

 利息の支払額 △192,311 △153,439
 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △25,782 △129,027
 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,068,499 75,000
       
 （訂正後）   
    (単位：千円)
     前連結会計年度 当連結会計年度 
    (自 平成 22 年 12 月１日 (自 平成 23 年 12 月１日 
   

  
  至 平成 23 年 11 月 30 日) 至 平成 24 年 11 月 30 日)

営業活動によるキャッシュ・フロー  
 税金等調整前当期純利益 469,216 462,549
 減価償却費 595,883 589,953
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,530 △1,395
 受取利息及び受取配当金 △5,602 △13,035 

 投資有価証券評価損益（△は益） 7,930 －

 支払利息 190,976 150,653
 為替差損益（△は益） 3,264 △43,550
 固定資産除売却損益（△は益） 1,802 1,930
 有形固定資産売却損益（△は益） △70,672 －

 売上債権の増減額（△は増加） △458,903 △66,532
 たな卸資産の増減額（△は増加） 299,261 △299,859
 仕入債務の増減額（△は減少） 383,955 △833,048
 その他の資産の増減額（△は増加） △203,137 473,096
 その他の負債の増減額（△は減少） 57,484 △76,330
 小計 1,280,990 344,431 

 利息及び配当金の受取額 5,602 13,035 

 利息の支払額 △192,311 △153,439
 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △25,782 △129,027
 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,068,499 75,000

 


