
平成25年11月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結） 

  
（百万円未満切捨て）

１．平成25年11月期第３四半期の連結業績（平成24年12月１日～平成25年８月31日） 

（注）包括利益 25年11月期第３四半期 百万円（ ％） 24年11月期第３四半期 百万円（ ％） 
  

  

  
２．配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

  

３．平成25年11月期の連結業績予想（平成24年12月１日～平成25年11月30日） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

   
 

      平成25年９月26日 

上場会社名 株式会社オプトエレクトロニクス  上場取引所  東  

コード番号 6664   ＵＲＬ http://www.opto.co.jp   

代表者    （役職名） 代表取締役社長   （氏名）俵 政美 

問合せ先責任者（役職名） 取締役会長   （氏名）志村 則彰 ＴＥＬ 048-446-1181 

四半期報告書提出予定日 平成25年10月３日       配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 

四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

(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 ％

25年11月期第３四半期  5,438 △11.1 223 △47.5 266  △30.8 190 △32.8

24年11月期第３四半期  6,118 △0.9 426 4.7 386  63.4 283 39.8

999 523.6 160 △35.8

  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 

25年11月期第３四半期 29 02 － －

24年11月期第３四半期 43 17 － －

(2）連結財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年11月期第３四半期 13,289 5,055  38.0

24年11月期 11,988 4,089  34.1

（参考）自己資本 25年11月期第３四半期 5,055百万円 24年11月期 4,089百万円 

  年間配当金

  第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年11月期  －  － 0 00 － －  5  00 5 00

25年11月期  －  － 0 00 － －     

25年11月期（予想）        5  00 5 00

  （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期  8,400  0.4 600 15.6 500 8.2  440  3.0 66 89



４．その他 

 (1）当四半期中における重要な子会社の異動：  無 

  

 (2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：  無 

  

(3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無 

 ② ①以外の会計方針の変更        ： 無 

 ③ 会計上の見積りの変更         ： 無 

 ④ 修正再表示              ： 無 

  

(4）発行済株式数（普通株式） 

  

  

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、開示時点において四半期財務

諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであ

り、多分に不確定な要素を含んでおります。また、実際の業績は業況の変化等により大きく異なる可能性があります。

当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年11月期３Ｑ 6,578,000株 24年11月期３Ｑ 6,578,000株 

② 期末自己株式数 25年11月期３Ｑ －株 24年11月期３Ｑ －株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年11月期３Ｑ 6,578,000株 24年11月期３Ｑ 6,578,000株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における当社グループは前年同期比で減収減益となりました。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は、54億38百万円（前年同期比11.1%減）となりました。 

 セグメントの内訳を示しますと、日本では19億80百万円（前年同期比7.2％減）となりました。米国では9億64百

万円(前年同期比8.8％減）となりました。一方、欧州・アジア他では24億92百万円（前年同期比14.8%減）となり

ました。 

 利益面では、営業利益が２億23百万円（前年同期比47.5％減）となりました。売上減に伴い、営業利益も減少と

なりました。 

 経常利益は２億66百万円（前年同期比30.8％減）となりました。支払利息の低減と円安効果による為替差益の計

上により、営業利益に比べ減益幅が改善しました。 

 また、四半期純利益は、1億90百万円（前年同期比32.8％減）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は132億89百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億円増加いたし

ました。主な要因は現金及び預金の増加12億６百万円、受取手形及び売掛金の減少３億15百万円、商品及び製品の

増加５億26百万円等により流動資産合計が14億62百万円増加し、工具、器具及び備品の減少１億17百万円等により

固定資産合計が１億62百万円減少したことによるものです。 

 負債は82億33百万円となり前連結会計年度末と比較して３億34百万円増加いたしました。主な要因は支払手形お

よび買掛金の増加３億40百万円、短期借入金の減少４億48百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加２億29百万

円、１年内償還予定の社債の減少１億60百万円、長期借入金の増加３億25百万円等によるものです。 

 純資産は50億55百万円となり前連結会計年度末と比較して９億66百万円増加いたしました。主な要因は利益剰余

金の増加１億58百万円、為替換算調整勘定の増加８億７百万円等によるものです。    

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年11月期連結業績予想につきましては、ほぼ達成できる見通しとなっておりますので、現時点において

修正の予定等はありません。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,909,622 3,116,220

受取手形及び売掛金 1,944,585 1,629,561

商品及び製品 2,166,528 2,693,440

仕掛品 5,964 45,779

原材料及び貯蔵品 1,655,543 1,542,033

繰延税金資産 82,183 84,857

その他 414,367 545,549

貸倒引当金 △64,807 △80,456

流動資産合計 8,113,988 9,576,985

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,893,184 1,840,298

機械装置及び運搬具（純額） 150,766 133,908

工具、器具及び備品（純額） 501,798 384,408

土地 553,740 554,178

リース資産（純額） 5,877 52,969

建設仮勘定 43,535 78,294

有形固定資産合計 3,148,903 3,044,059

無形固定資産   

その他 453,419 398,999

無形固定資産合計 453,419 398,999

投資その他の資産   

投資有価証券 2,957 3,661

繰延税金資産 124,920 115,074

その他 176,478 182,301

貸倒引当金 △31,785 △31,515

投資その他の資産合計 272,570 269,522

固定資産合計 3,874,893 3,712,582

資産合計 11,988,882 13,289,568



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 855,769 1,196,639

短期借入金 648,337 200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,462,180 1,691,636

1年内償還予定の社債 160,000 －

未払法人税等 44,613 29,993

設備関係支払手形 14,827 9,297

賞与引当金 － 17,400

その他 371,909 400,890

流動負債合計 3,557,636 3,545,856

固定負債   

長期借入金 4,270,548 4,595,770

繰延税金負債 30,517 30,517

その他 40,749 61,721

固定負債合計 4,341,814 4,688,008

負債合計 7,899,450 8,233,865

純資産の部   

株主資本   

資本金 942,415 942,415

資本剰余金 219,136 219,136

利益剰余金 4,221,387 4,379,416

株主資本合計 5,382,939 5,540,967

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △572 131

為替換算調整勘定 △1,292,935 △485,395

その他の包括利益累計額合計 △1,293,507 △485,264

純資産合計 4,089,431 5,055,703

負債純資産合計 11,988,882 13,289,568



（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 6,118,630 5,438,288

売上原価 3,865,679 3,426,548

売上総利益 2,252,951 2,011,740

販売費及び一般管理費 1,826,587 1,787,875

営業利益 426,364 223,864

営業外収益   

受取利息 10,461 10,646

受取家賃 8,762 5,111

為替差益 60,132 106,853

貸倒引当金戻入額 1,406 －

その他 3,036 1,203

営業外収益合計 83,798 123,815

営業外費用   

支払利息 122,858 69,644

固定資産除売却損 1,164 791

その他 77 10,278

営業外費用合計 124,099 80,713

経常利益 386,063 266,965

税金等調整前四半期純利益 386,063 266,965

法人税、住民税及び事業税 103,490 35,996

法人税等調整額 △1,419 40,050

法人税等合計 102,071 76,047

少数株主損益調整前四半期純利益 283,992 190,918

四半期純利益 283,992 190,918



（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 283,992 190,918

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △192 703

為替換算調整勘定 △123,488 807,539

その他の包括利益合計 △123,681 808,243

四半期包括利益 160,310 999,161

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 160,310 999,161



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自  平成23年12月１日 至  平成24年８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）

 （注）1.セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間の取引消去であります。 

 2.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。    

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自  平成24年12月１日 至  平成25年８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）

 （注）1.セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間の取引消去であります。 

 2.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  
報告セグメント  

調整額 
（注1）  

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注2)  

日本 米国 
欧州・アジア

他 
合計 

売上高   

(1）外部顧客への売上高  2,135,462  1,058,480  2,924,688  6,118,630  －  6,118,630

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 884,597  47,480    90,877  1,022,954 (1,022,954)  －

計  3,020,059  1,105,961  3,015,565  7,141,585 (1,022,954)  6,118,630

セグメント利益  169,559  △41,171  309,466  437,855  (11,491)  426,364

  
報告セグメント  

調整額 
（注1）  

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注2)  

日本 米国 
欧州・アジア

他 
合計 

売上高   

(1）外部顧客への売上高  1,980,906  964,887  2,492,494  5,438,288  －  5,438,288

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 858,981  85,726    200,318  1,145,026 (1,145,026)  －

計  2,839,888  1,050,614  2,692,813  6,583,315 (1,145,026)  5,438,288

セグメント利益又は損失（△）  9,268  △61,064  282,675  230,879  (7,014)  223,864
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