
 

 
 

2021 年２月３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 執行役員 管理部部長 石川 勝利 

電  話 ０４８－４４６－１１８１ 

 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「2020 年 11 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 
 

 

2020 年 12 月 24 日に公表した「2020 年 11 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」において、一部に訂正が

ありましたので、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、あわせてお知らせい

たします。なお、訂正の箇所には下線「 ＿ 」を付しております。 

 

 

１．訂正理由 

 2020年 12月 24日の開示後、当社の国内連結子会社における繰延税金資産の回収可能性の判断について修

正すべき事項が判明したため、訂正するものであります。 

 

 

２．訂正内容 

・サマリー情報 
１. 2020 年 11 月期の連結業績（2019 年 12 月１日～2020年 11月 30 日） 

(１)連結経営成績                     (％表示は対前期増減率) 

【訂正前】 
 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

2020 年 11 月期 

百万円 

△1,273 

％ 

－ 

円 銭 

△206.15 

％ 

△26.5 

(注)包括利益  2020 年 11月期 △1,058 百万円 (－％) 

【訂正後】 
 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

2020 年 11 月期 

百万円 

△1,254 

％ 

－ 

円 銭 

△203.03 

％ 

△26.0 

(注)包括利益  2020 年 11月期 △1,039 百万円 (－％) 

 

(２)連結財政状態 

【訂正前】 
 

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 

2020 年 11 月期 12,452 4,279 34.4 692.68 

(参考)自己資本 2020 年 11 月期  4,279 百万円 

 

【訂正後】 
 

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 

2020 年 11 月期 12,471 4,298 34.5 695.80 

(参考)自己資本 2020 年 11 月期  4,298 百万円 

  



 

・添付資料 2 ページ・3 ページ 
１. 経営成績等の概況  

（1）当期の経営成績の概況 18 行目 

【訂正前】 

親会社株主に帰属する当期純損失 12億 73 百万円 

【訂正後】 

親会社株主に帰属する当期純損失 12億 54 百万円 

 

（2）当期の財政状態の概況  

（資産）  3 行目 

【訂正前】 

固定資産は前連結会計年度末と比較して 23 百万円増加し、30 億 24 百万円となりました。 

【訂正後】 

固定資産は前連結会計年度末と比較して 42 百万円増加し、30 億 43 百万円となりました。 

 

（純資産） 

【訂正前】 

純資産は前連結会計年度末と比較して 10億 58 百万円減少し、42 億 79 百万円となりました。これは主として、

訴訟の和解金を特別損失として計上したことにより、利益剰余金が 12億 73 百万円減少したことによるものです。 

以上により総資産は前連結会計年度末と比較して５億 17 百万円減少し、124 億 52 百万円となりました。 

【訂正後】 

純資産は前連結会計年度末と比較して 10億 39 百万円減少し、42 億 98 百万円となりました。これは主として、

訴訟の和解金を特別損失として計上したことにより、利益剰余金が 12億 54 百万円減少したことによるものです。 

以上により総資産は前連結会計年度末と比較して４億 98 百万円減少し、124 億 71 百万円となりました。 

 
（3）当期のキャッシュ・フローの概況 

〔キャッシュ・フロー関連指標の推移〕 

【訂正前】 

 2020 年 

11 月期 

自己資本比率（％） 34.4 

 

【訂正後】 

 2020 年 

11 月期 

自己資本比率（％） 34.5 
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３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結貸借対照表 

【訂正前】 (単位：千円) 

 
当連結会計年度 

(2020年11月30日) 

投資その他の資産  

投資有価証券 3,081 

繰延税金資産 166,912 

その他 143,279 

投資その他の資産合計 313,273 

固定資産合計 3,024,293 

資産合計 12,452,007 

 

【訂正後】 (単位：千円) 

 
当連結会計年度 

(2020年11月30日) 

投資その他の資産  

投資有価証券 3,081 

繰延税金資産 186,193 

その他 143,279 

投資その他の資産合計 332,555 

固定資産合計 3,043,575 

資産合計 12,471,289 

 

 

【訂正前】 (単位：千円) 

 
当連結会計年度 

(2020年11月30日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 942,415 

資本剰余金 219,136 

利益剰余金 3,934,278 

自己株式 △212,441 

株主資本合計 4,883,387 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △458 

為替換算調整勘定 △603,605 

その他の包括利益累計額合計 △604,063 

純資産合計 4,279,324 

負債純資産合計 12,452,007 

 

【訂正後】 (単位：千円) 

 
当連結会計年度 

(2020年11月30日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 942,415 

資本剰余金 219,136 

利益剰余金 3,953,559 

自己株式 △212,441 

株主資本合計 4,902,669 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △458 

為替換算調整勘定 △603,605 

その他の包括利益累計額合計 △604,063 

純資産合計 4,298,606 

負債純資産合計 12,471,289 
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（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) 

 

当連結会計年度 

(自 2019年12月１日 

 至 2020年11月30日) 

・・・（中略）  

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△） 
△1,338,270 

法人税、住民税及び事業税 △41,353 

法人税等調整額 △23,353 

法人税等合計 △64,706 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,273,563 

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△） 
△1,273,563 

 

【訂正後】 (単位：千円) 

 
当連結会計年度 

(自 2019年12月１日 

 至 2020年11月30日) 

・・・（中略）  

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△） 
△1,338,270 

法人税、住民税及び事業税 △41,353 

法人税等調整額 △42,635 

法人税等合計 △83,988 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,254,282 

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△） 
△1,254,282 

 

（連結包括利益計算書） 

【訂正前】 （単位：千円） 

 
当連結会計年度 

(自 2019年12月１日 

 至 2020年11月30日) 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,273,563 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △560 

為替換算調整勘定 215,345 

その他の包括利益合計 214,785 

包括利益 △1,058,778 

（内訳）  

親会社株主に係る包括利益 △1,058,778 

非支配株主に係る包括利益 － 

 

【訂正後】 （単位：千円） 

 

当連結会計年度 

(自 2019年12月１日 

 至 2020年11月30日) 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,254,282 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △560 

為替換算調整勘定 215,345 

その他の包括利益合計 214,785 

包括利益 △1,039,496 

（内訳）  

親会社株主に係る包括利益 △1,039,496 

非支配株主に係る包括利益 － 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自2019年12月 1日 至2020年11月30日） 

【訂正前】   (単位：千円) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 942,415 219,136 5,207,842 △212,441 6,156,951 

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期

純損失（△） 
  △1,273,563  △1,273,563 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － － △1,273,563 － △1,273,563 

当期末残高 942,415 219,136 3,934,278 △212,441 4,883,387 

 

 その他の包括利益累計額 

純資産合計 
 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 

その他の包括利益累計額

合計 

当期首残高 101 △818,950 △818,848 5,338,102 

当期変動額     

親会社株主に帰属する当期

純損失（△） 
   △1,273,563 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△560 215,345 214,785 214,785 

当期変動額合計 △560 215,345 214,785 △1,058,778 

当期末残高 △458 △603,605 △604,063 4,279,324 

 

【訂正後】   (単位：千円) 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 942,415 219,136 5,207,842 △212,441 6,156,951 

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期

純損失（△） 
  △1,254,282  △1,254,282 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － － △1,254,282 － △1,254,282 

当期末残高 942,415 219,136 3,953,559 △212,441 4,902,669 

 

 その他の包括利益累計額 

純資産合計 
 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 

その他の包括利益累計額

合計 

当期首残高 101 △818,950 △818,848 5,338,102 

当期変動額     

親会社株主に帰属する当期

純損失（△） 
   △1,254,282 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
△560 215,345 214,785 214,785 

当期変動額合計 △560 215,345 214,785 △1,039,496 

当期末残高 △458 △603,605 △604,063 4,298,606 
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自 2019年12月１日 至 2020年11月30日） 

【訂正前】     （単位：千円） 

 報告セグメント 
調整額 

（注1） 

連結財務諸

表計上額 

(注2)  日本 米国 欧州・アジア他 計 

セグメント資産 6,746,576 1,325,936 4,874,843 12,947,357 △495,349 12,452,007 

その他の項目       

税金費用 29,456 7,143 △77,835 △41,235 △23,471 △64,706 

 

【訂正後】     （単位：千円） 

 報告セグメント 
調整額 

（注1） 

連結財務諸

表計上額 

(注2)  日本 米国 欧州・アジア他 計 

セグメント資産 6,765,858 1,325,936 4,874,843 12,966,638 △495,349 12,471,289 

その他の項目       

税金費用 10,175 7,143 △77,835 △60,516 △23,471 △83,988 
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（１株当たり情報） 

【訂正前】 

当連結会計年度 

（自 2019年12月１日 

至 2020年11月30日）  

１株当たり純資産額 692.68円 

１株当たり当期純損失（△） △206.15円 
 

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

当連結会計年度 

(自 2019年12月１日 

至 2020年11月30日) 

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社

株主に帰属する当期純損失（△）（千円） 
△1,273,563 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

利益又は親会社株主に帰属する当期純損失

（△）（千円） 

△1,273,563 

【訂正後】 

当連結会計年度 

（自 2019年12月１日 

至 2020年11月30日）  

１株当たり純資産額 695.80円 

１株当たり当期純損失（△） △203.03円 
 

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

当連結会計年度 

(自 2019年12月１日 

至 2020年11月30日) 

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社

株主に帰属する当期純損失（△）（千円） 
△1,254,282 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

利益又は親会社株主に帰属する当期純損失

（△）（千円） 

△1,254,282 

以 上 


