
  

 
 

各位 
平成 26年 2月 18 日 

 

 
 

（訂正・数値データ訂正） 
 

「平成 25 年 12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ 
 
 

当社が平成 26年 1月 31日に公表いたしました「平成 25年 12月期 決算短信〔日本基準〕

（連結）」につきまして、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。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。 

なお、訂正個所は下線を付して表示しております。 

 

記 
 

１． 訂正の理由 

  連結キャッシュ・フロー計算書に関連して、記載の訂正を行うものであります。 

 
２． 訂正箇所 

  （１）サマリー情報 

1. 平成 25年 12 月期の連結業績（平成 25年 1月 1日～平成 25年 12月 31日） 

【訂正前】 

（３）連結キャッシュ･フローの状況 

（百万円未満切捨て） 
 

 営業活動による 

キャッシュ･フロー 

投資活動による 

キャッシュ･フロー 

財務活動による 

キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 

25 年 12 月期 

24 年 12 月期 

百万円 

 609 

1,797 

百万円 

△5,432 

   △5 

百万円 

△839 

398 

百万円 

8,539 

14,256 

 
【訂正後】 

（３）連結キャッシュ･フローの状況 

 

 
 

（百万円未満切捨て） 
 

 営業活動による 

キャッシュ･フロー 

投資活動による 

キャッシュ･フロー 

財務活動による 

キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 

25 年 12 月期 

24 年 12 月期 

百万円 

609 

1,797 

百万円 

△3,433 

  △5 

百万円 

△839 

398 

百万円 

10,539 

14,256 
 

会 社 名  株 式 会 社  オ プ ト 

代 表 者 名  代表取締役社長   鉢嶺   登 

  （ コ ー ド 2 3 8 9 ） 

担 当 者   

役 職 ・ 氏 名  執行役員 CFO   工藤 正通 
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 （２）添付資料４ページ（２）財政状態に関する分析 ②キャッシュ･フローの状況 

【訂正前】 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主に投資活動による

キャッシュ・フローがマイナスになったことにより、前連結会計年度末（14,256百万円）に比

べ 5,716百万円減少し、当連結会計年度末には 8,539百万円となりました。  

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりでありま

す。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

  （省略） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果減少した資金は、5,432百万円（前年同期は５百万円の減少）となりました。

これは、投資有価証券の払戻による収入 2,058百万円があったものの、有価証券及び投資有価証

券の取得による支出が 7,706百万円あったことが主な要因であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

  （省略）  

 

【訂正後】 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主に投資活動による

キャッシュ・フローがマイナスになったことにより、前連結会計年度末（14,256百万円）に比

べ 3,716百万円減少し、当連結会計年度末には 10,539百万円となりました。  

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりでありま

す。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

  （省略）  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果減少した資金は、3,433百万円（前年同期は５百万円の減少）となりました。

これは、投資有価証券の払戻による収入 2,058百万円があったものの、投資有価証券の取得によ

る支出が 3,708百万円及び定期預金の預入による支出 3,021百万円があったことが主な要因であ

ります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

  （省略） 
 



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
  

  

    (単位：千円)

  
前連結会計年度  

(自 平成24年１月１日  
 至 平成24年12月31日)  

当連結会計年度  
(自 平成25年１月１日  

 至 平成25年12月31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  1,557,467 1,628,405 

減価償却費  693,108 622,120 

のれん償却額  97,939 164,515 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △71,503 328,135 

賞与引当金の増減額（△は減少）  73,888 8,546 

退職給付引当金の増減額（△は減少）  △4,933 16,828 

受取利息及び受取配当金  △103,013 △34,291 

支払利息  7,070 13,783 

持分法による投資損益（△は益）  156,726 132,623 

投資事業組合運用損益（△は益）  90,166 △31,519 

投資有価証券評価損益（△は益）  59,223 121,194 

投資有価証券売却損益（△は益）  △359,250 △914,408 

減損損失  139,605 39,277 

固定資産除却損  29,354 63,144 

固定資産売却損益（△は益）  2,060 27,297 

売上債権の増減額（△は増加）  △1,647,747 3,581,224 

営業投資有価証券の増減額（△は増加）  － 105,457 

仕入債務の増減額（△は減少）  1,580,055 △4,229,524 

未払消費税等の増減額（△は減少）  123,641 △199,137 

その他  97,454 △336,013 

小計  2,521,315 1,107,662 

利息及び配当金の受取額  107,412 39,507 

利息の支払額  △7,444 △13,274 

法人税等の支払額  △856,102 △569,643 

法人税等の還付額  32,440 45,701 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,797,620 609,954 

投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金の預入による支出  △244,347 △3,021,268 

定期預金の払戻による収入  42,540 623,010 

有形固定資産の取得による支出  △488,614 △151,105 

有形固定資産の売却による収入  308,047 23 

無形固定資産の取得による支出  △625,013 △701,491 

資産除去債務の履行による支出  △131,161 △24,420 

有価証券の取得による支出  － △3,998,539 

有価証券の償還による収入  － 1,999,077 

投資有価証券の取得による支出  △2,813,181 △3,708,435 

投資有価証券の売却による収入  634,739 652,491 

投資有価証券の払戻による収入  3,472,908 2,058,713 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △355,710 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 29,340 24,945 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 7,039 1,061,386 

敷金及び保証金の差入による支出  △152,188 △209,318 

敷金及び保証金の回収による収入  370,640 61,053 

貸付けによる支出  △101,675 △79,416 

貸付金の回収による収入  113,015 2,789 

その他  △71,697 △22,459 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,316 △5,432,963 

y.iwamoto
タイプライターテキスト
　 （３）添付資料14ページ　   【訂正前】
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    (単位：千円)

  
前連結会計年度  

(自 平成24年１月１日  
 至 平成24年12月31日)  

当連結会計年度  
(自 平成25年１月１日  

 至 平成25年12月31日)  

財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増減額（△は減少）  438,387 △259,528 

長期借入れによる収入  70,000 100,000 

長期借入金の返済による支出  △30,823 △89,057 

株式の発行による収入  6,750 25,695 

少数株主からの払込みによる収入  102,241 － 

ファイナンス・リース債務の返済による支出  △12,397 △51,272 

配当金の支払額  △176,030 △540,342 

少数株主への配当金の支払額  － △26,273 

その他  － 1,552 

財務活動によるキャッシュ・フロー  398,128 △839,226 

現金及び現金同等物に係る換算差額  67,605 146,405 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  2,258,038 △5,515,830 

現金及び現金同等物の期首残高  11,906,226 14,256,038 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額

（△は減少）  
91,773 △200,630 

現金及び現金同等物の期末残高  14,256,038 8,539,577 

y.iwamoto
下線

y.iwamoto
下線



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
  

  

    (単位：千円)

  
前連結会計年度  

(自 平成24年１月１日  
 至 平成24年12月31日)  

当連結会計年度  
(自 平成25年１月１日  

 至 平成25年12月31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  1,557,467 1,628,405 

減価償却費  693,108 622,120 

のれん償却額  97,939 164,515 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △71,503 328,135 

賞与引当金の増減額（△は減少）  73,888 8,546 

退職給付引当金の増減額（△は減少）  △4,933 16,828 

受取利息及び受取配当金  △103,013 △34,291 

支払利息  7,070 13,783 

持分法による投資損益（△は益）  156,726 132,623 

投資事業組合運用損益（△は益）  90,166 △31,519 

投資有価証券評価損益（△は益）  59,223 121,194 

投資有価証券売却損益（△は益）  △359,250 △914,408 

減損損失  139,605 39,277 

固定資産除却損  29,354 63,144 

固定資産売却損益（△は益）  2,060 27,297 

売上債権の増減額（△は増加）  △1,647,747 3,581,224 

営業投資有価証券の増減額（△は増加）  － 105,457 

仕入債務の増減額（△は減少）  1,580,055 △4,229,524 

未払消費税等の増減額（△は減少）  123,641 △199,137 

その他  97,454 △336,013 

小計  2,521,315 1,107,662 

利息及び配当金の受取額  107,412 39,507 

利息の支払額  △7,444 △13,274 

法人税等の支払額  △856,102 △569,643 

法人税等の還付額  32,440 45,701 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,797,620 609,954 

投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金の預入による支出  △244,347 △3,021,268 

定期預金の払戻による収入  42,540 623,010 

有形固定資産の取得による支出  △488,614 △151,105 

有形固定資産の売却による収入  308,047 23 

無形固定資産の取得による支出  △625,013 △701,491 

資産除去債務の履行による支出  △131,161 △24,420 

投資有価証券の取得による支出  △2,813,181 △3,708,435 

投資有価証券の売却による収入  634,739 652,491 

投資有価証券の払戻による収入  3,472,908 2,058,713 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △355,710 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 29,340 24,945 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 7,039 1,061,386 

敷金及び保証金の差入による支出  △152,188 △209,318 

敷金及び保証金の回収による収入  370,640 61,053 

貸付けによる支出  △101,675 △79,416 

貸付金の回収による収入  113,015 2,789 

その他  △71,697 △22,459 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,316 △3,433,501 

y.iwamoto
タイプライターテキスト
　【訂正後】

y.iwamoto
タイプライターテキスト

y.iwamoto
タイプライターテキスト

y.iwamoto
タイプライターテキスト

y.iwamoto
タイプライターテキスト

y.iwamoto
タイプライターテキスト

y.iwamoto
タイプライターテキスト

y.iwamoto
タイプライターテキスト

y.iwamoto
下線

y.iwamoto
タイプライターテキスト



  

  

    (単位：千円)

  
前連結会計年度  

(自 平成24年１月１日  
 至 平成24年12月31日)  

当連結会計年度  
(自 平成25年１月１日  

 至 平成25年12月31日)  

財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増減額（△は減少）  438,387 △259,528 

長期借入れによる収入  70,000 100,000 

長期借入金の返済による支出  △30,823 △89,057 

株式の発行による収入  6,750 25,695 

少数株主からの払込みによる収入  102,241 － 

ファイナンス・リース債務の返済による支出  △12,397 △51,272 

配当金の支払額  △176,030 △540,342 

少数株主への配当金の支払額  － △26,273 

その他  － 1,552 

財務活動によるキャッシュ・フロー  398,128 △839,226 

現金及び現金同等物に係る換算差額  67,605 146,405 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  2,258,038 △3,516,368 

現金及び現金同等物の期首残高  11,906,226 14,256,038 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額

（△は減少）  
91,773 △200,630 

現金及び現金同等物の期末残高  14,256,038 10,539,039 

y.iwamoto
下線

y.iwamoto
下線




