
平成26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26年11月期第３四半期の連結業績（平成25年12月１日～平成26年８月31日） 

（注）包括利益 26年11月期第３四半期 百万円（ ％） 25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26年11月期の連結業績予想（平成25年12月１日～平成26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 ：有 

   連結業績予想の修正につきましては、本日（平成26年９月25日）公表いたしました「（追加）特別損失の計上及び

平成26年11月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   
 

      平成26年９月25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26年９月25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 ％

26年11月期第３四半期  5,435 △0.1 233 4.4 171  △35.8 75 △60.3

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

274 △72.5 999 523.6

  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 

26年11月期第３四半期 11 53 － －

25年11月期第３四半期 29 02 － －

(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 ％ 

26年11月期第３四半期 13,134 5,535  42.1

25年11月期 12,940 5,294  40.9

（参考）自己資本 26年11月期第３四半期 5,535百万円 25年11月期 5,294百万円 

  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

25年11月期  －  － 0 00 － －  5  00 5 00

26年11月期  －  － 0 00 － －     

26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  8,000  3.7 550 25.1 500 6.0  340  － 51 69



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） 26年11月期３Ｑ 6,578,000株 25年11月期３Ｑ 6,578,000株 

② 期末自己株式数 26年11月期３Ｑ －株 25年11月期３Ｑ －株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年11月期３Ｑ 6,578,000株 25年11月期３Ｑ 6,578,000株 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間における当社グループは、前期比にて売上高はほぼ同等となり、利益面では減益とな

りました。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は、54億35百万円（前年同期比0.1％減）となりました。 

 セグメントの内訳を示しますと、日本国内では18億81百万円(前年同期比5.0％減)となりました。米国では10億

93百万円(前年同期比13.3％増）となりました。欧州・アジア他では24億60百万円（前年同期比1.3％減）となりま

した。主な要因は、米国はモジュール製品が貢献し堅調となりましたが、日本国内は一部案件が当第４四半期にず

れ込んだこと、欧州・アジア他では、欧州不況のあおりから、案件が引き続き鈍化していることによるものです。

 利益面では、営業利益が２億33百万円（前年同期比4.4％増）、経常利益は１億71百万円（前年同期比35.8％

減）、四半期純利益は75百万円（前年同期比60.3％減）となりました。第1四半期連結累計期間で計上した、欧州

連結子会社における損害賠償金を想定した引当金のための特別損失３億７百万円について、交渉の結果、31百万円

で解決したことにより、当期純利益が回復した形となりました。 

 なお、当第３四半期連結累計期間においての為替レートは、１ドル＝102.19円、１ユーロ＝139.89円で算出して

おります。 

    

（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131億34百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億93百万円増加

いたしました。主な要因は現金及び預金の増加２億31百万円、商品及び製品の増加２億42百万円等により流動資産

合計が３億67百万円増加し、建物及び構築物(純額)の減少49百万円、繰延税金資産の減少35百万円等により、固定

資産合計が１億73百万円減少したことによるものです。 

 負債は75億98百万円となり前連結会計年度末と比較して47百万円減少いたしました。主な要因は1年内返済予定

の長期借入金の増加等により流動負債合計が３億47百万円増加し、長期借入金の減少等により固定負債合計が３億

95百万円減少したことによるものです。 

 なお、純資産は55億35百万円となり前連結会計年度末と比較して２億41百万円増加いたしました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成26年11月期連結業績予想につきましては、売上高80億円、営業利益５億50百万円、経常利益５億円につい

てはほぼ予定通りの見込みのため変更ございません。当期純利益に関しましては、特別損失額が31百万円で解決し

たことにより、期首の見込み額３億70百万円から確定した特別損失額を差し引いた３億40百万円となる見込みで

す。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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25年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,027,306 3,258,605

受取手形及び売掛金 1,799,505 1,511,675

商品及び製品 2,447,795 2,690,278

仕掛品 26,712 96,703

原材料及び貯蔵品 1,342,365 1,456,637

繰延税金資産 140,501 138,294

その他 500,996 510,224

貸倒引当金 △66,453 △76,083

流動資産合計 9,218,729 9,586,334

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,818,159 1,768,618

機械装置及び運搬具（純額） 129,359 119,756

工具、器具及び備品（純額） 375,689 345,938

土地 554,178 554,178

リース資産（純額） 44,610 46,654

建設仮勘定 51,349 75,651

有形固定資産合計 2,973,348 2,910,798

無形固定資産   

その他 373,212 324,564

無形固定資産合計 373,212 324,564

投資その他の資産   

投資有価証券 3,883 4,203

繰延税金資産 200,476 165,247

その他 202,256 174,549

貸倒引当金 △31,485 △31,485

投資その他の資産合計 375,131 312,515

固定資産合計 3,721,691 3,547,878

資産合計 12,940,421 13,134,213
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 977,770 717,181

短期借入金 － 200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,606,492 1,862,754

未払法人税等 35,570 17,917

設備関係支払手形 10,148 60,005

賞与引当金 － 23,241

その他 469,815 566,123

流動負債合計 3,099,797 3,447,223

固定負債   

長期借入金 4,465,083 4,093,469

繰延税金負債 30,517 30,517

リース債務 50,507 27,105

固定負債合計 4,546,108 4,151,091

負債合計 7,645,906 7,598,315

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 4,539,637 4,582,613

株主資本合計 5,701,188 5,744,165

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 352 671

為替換算調整勘定 △407,025 △208,938

その他の包括利益累計額合計 △406,673 △208,266

純資産合計 5,294,515 5,535,898

負債純資産合計 12,940,421 13,134,213

㈱オプトエレクトロニクス（6664） 
平成26年11月期第3四半期決算短信

－ 4 －



（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24年12月１日 
 至 平成25年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年８月31日) 

売上高 5,438,288 5,435,164

売上原価 3,426,548 3,319,173

売上総利益 2,011,740 2,115,991

販売費及び一般管理費 1,787,875 1,882,219

営業利益 223,864 233,771

営業外収益   

受取利息 10,646 9,333

受取家賃 5,111 1,154

為替差益 106,853 434

その他 1,203 1,036

営業外収益合計 123,815 11,959

営業外費用   

支払利息 69,644 52,083

支払手数料 4,359 20,152

固定資産除却損 791 1,951

その他 5,918 235

営業外費用合計 80,713 74,422

経常利益 266,965 171,309

特別損失   

損害賠償金 － 31,694

特別損失合計 － 31,694

税金等調整前四半期純利益 266,965 139,615

法人税、住民税及び事業税 35,996 16,484

法人税等調整額 40,050 47,264

法人税等合計 76,047 63,749

少数株主損益調整前四半期純利益 190,918 75,866

四半期純利益 190,918 75,866
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（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24年12月１日 
 至 平成25年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 190,918 75,866

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 703 318

為替換算調整勘定 807,539 198,087

その他の包括利益合計 808,243 198,406

四半期包括利益 999,161 274,272

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 999,161 274,272
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  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。   

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年12月１日 至 平成26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）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  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 (1,146,026)  5,438,288

セグメント利益又は損失（△）  9,268  △61,064  282,675  230,879  (7,014)  233,864

  

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  1,881,652  1,093,465  2,460,046  5,435,164  －  5,435,164

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 479,272  22,673  100,704  602,650 (602,650)  －

計  2,360,924  1,116,138  2,560,751  6,037,814 (602,650)  5,435,164

セグメント利益  48,708  71,092  108,249  228,050  5,721  233,771
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