
平成26年6月26日

各 位 

   会 社 名  オ リ ッ ク ス 株 式 会 社 

   代 表 者 名  代 表 執 行 役 社 長  井 上 亮 

（コード番号 8591 東証 1部） 

   問 合 せ 先  代表執行役副社長 浦田晴之 

（TEL．03-3435-3167） 

（訂正・数値データ訂正）平成 26 年 3月期決算短信〔米国基準〕（連結）の一部訂正について 

 平成 26 年 5 月 8 日 15 時 30 分に発表した表記開示資料について、一部訂正がありましたので、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を送信します。 

なお、訂正箇所につきましては、下線で表示しております。 

記

Ⅰ．平成 26 年３月期 決算短信 

サマリー情報 １ページ 

１． 平成 26 年３月期の連結業績（平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日） 
（3）連結キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

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 

現金及び現金等価物 

期末残高 

百万円 百万円 百万円 百万円 

26年3月期 469,644 △201,229 △274,167 827,299 

25年3月期 391,304 105,657 △467,193 826,296 

（訂正後） 

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 

現金及び現金等価物 

期末残高 

百万円 百万円 百万円 百万円 

26年3月期 470,993 △202,166 △274,579 827,299 

25年3月期 391,304 105,657 △467,193 826,296 

－ 1 － 
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１．経営成績 

（２）連結財政状態に関する分析

（訂正前） 

キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末の現金および現金等価物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より1,003百万円増加し、827,299

百万円になりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて当期純利益が増加したこと、支払手形および未払金等が

減少から増加に転じたこと、短期売買目的有価証券が増加から減少に転じたこと、使途制限付現金、棚卸資産の減少額が

縮小したことに加え、「減価償却費・その他償却費」および「有価証券評価損」のような資金の動きを伴わない損益や「子

会社・関連会社株式売却損益および清算損」を加減した結果、前連結会計年度の391,304百万円から当連結会計年度は

469,644百万円へ資金流入が増加しました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、「営業貸付金の元本回収」、「オペレーティング・リース資産の売却」が増加した一

方で、「子会社買収（取得時現金控除後）」、「顧客への営業貸付金の実行」、「売却可能有価証券の購入」および「リース資

産の購入」が増加したことなどにより、前連結会計年度の105,657百万円の資金流入から当連結会計年度は201,229百万円

の資金流出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、「満期日が３ヶ月超の借入債務による調達」が減少した一方で、「満期日が３ヶ月

超の借入債務の返済」が減少したこと、「預金の受入」が増加したことなどにより、前連結会計年度の467,193百万円から

当連結会計年度は274,167百万円へ資金流出が減少しました。 

（訂正後） 

キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末の現金および現金等価物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より1,003百万円増加し、827,299

百万円になりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて当期純利益が増加したこと、支払手形および未払金等が

減少から増加に転じたこと、短期売買目的有価証券が増加から減少に転じたこと、使途制限付現金、棚卸資産の減少額が

縮小したことに加え、「減価償却費・その他償却費」および「有価証券評価損」のような資金の動きを伴わない損益や「子

会社・関連会社株式売却損益および清算損」を加減した結果、前連結会計年度の391,304百万円から当連結会計年度

は470,993百万円へ資金流入が増加しました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、「営業貸付金の元本回収」、「オペレーティング・リース資産の売却」が増加した一

方で、「子会社買収（取得時現金控除後）」、「顧客への営業貸付金の実行」、「売却可能有価証券の購入」および「リース資

産の購入」が増加したことなどにより、前連結会計年度の105,657百万円の資金流入から当連結会計年度は202,166百万円の

資金流出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、「満期日が３ヶ月超の借入債務による調達」が減少した一方で、「満期日が３ヶ月

超の借入債務の返済」が減少したこと、「預金の受入」が増加したことなどにより、前連結会計年度の467,193百万円から

当連結会計年度は274,579百万円へ資金流出が減少しました。 
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３．連結財務諸表 

（４）連結資本変動計算書（米国会計基準） 
 

（訂正前） 
（単位：百万円） 

 

当社株主資本 
当社株主 
資本合計 

非支配持分 資本合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 

その他の 
包括利益 
累計額 

自己株式 

平成25年３月31日残高 194,039 229,600 1,305,044 △36,263 △48,824 1,643,596 43,977 1,687,573 

子会社への出資      ― 89,396 89,396 

非支配持分との取引  239    239 2,058 2,297 

包括利益         

当期純利益   186,794   186,794 3,089 189,883 

その他の包括利益         

未実現有価証券評価損益    9,677  9,677 926 10,603 

確定給付年金制度    3,359  3,359 213 3,572 

為替換算調整勘定    21,772  21,772 10,998 32,770 

未実現デリバティブ評価損益    1,457  1,457 30 1,487 

その他の包括利益  計      36,265 12,167 48,432 

包括利益  計      223,059 15,256 238,315 

配当金   △15,878   △15,878 △2,099 △17,977 

転換社債の株式への転換による増加額 25,066 24,953    50,019 ― 50,019 

ストックオプションの 
権利行使による増加額 

441 347    788 ― 788 

自己株式の取得による増加額     △19 △19 ― △19 

ロベコ買収による影響額   △5,471  24,880 19,409 27,850 47,259 

その他の増減  310 △2,887  104 △2,473 ― △2,473 

平成26年３月31日残高 219,546 255,449 1,467,602 2 △23,859 1,918,740 176,438 2,095,178 

 

－ 3 － 



（訂正後）

（単位：百万円） 

当社株主資本 
当社株主 
資本合計 

非支配持分 資本合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 

その他の 
包括利益 
累計額 

自己株式 

平成25年３月31日残高 194,039 229,600 1,305,044 △36,263 △48,824 1,643,596 43,977 1,687,573 

子会社への出資 ― 89,396 89,396 

非支配持分との取引 239 239 2,058 2,297 

包括利益 

当期純利益 186,794 186,794 3,089 189,883 

その他の包括利益 

未実現有価証券評価損益 9,677 9,677 926 10,603 

確定給付年金制度 3,359 3,359 213 3,572 

為替換算調整勘定 21,772 21,772 10,998 32,770 

未実現デリバティブ評価損益 1,457 1,457 30 1,487 

その他の包括利益  計 36,265 12,167 48,432 

包括利益  計 223,059 15,256 238,315 

配当金 △15,878 △15,878 △2,099 △17,977 

転換社債の株式への転換による増加額 25,066 24,878 49,944 ― 49,944 

ストックオプションの 
権利行使による増加額 

441 422 863 ― 863 

自己株式の取得による増加額 △19 △19 ― △19 

ロベコ買収による影響額 △5,471 24,880 19,409 27,850 47,259 

その他の増減 310 △2,887 104 △2,473 ― △2,473 

平成26年３月31日残高 219,546 255,449 1,467,602 2 △23,859 1,918,740 176,438 2,095,178 

－ 4 － 
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３．連結財務諸表 

（５）連結キャッシュ・フロー計算書（米国会計基準） 

（訂正前）
（単位：百万円） 

前連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
   至  平成25年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成25年４月１日 
   至  平成26年３月31日） 

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー： 
当期純利益 119,058 193,991 

営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整: 

減価償却費・その他償却費 177,280 206,640 
貸倒引当金繰入額 10,016 13,834 
保険契約債務の増加 20,990 28,429 
持分法投資損益（貸付利息を除く） △12,874 △17,619 
子会社・関連会社株式売却損益および清算損 △7,883 △64,923 
売却可能有価証券の売却益 △17,252 △14,149 
賃貸不動産売却益 △5,816 △5,872 
賃貸不動産以外のオペレーティング・リース資産の売却益 △14,032 △17,820 
長期性資産評価損 17,896 23,421 
有価証券評価損 22,838 7,989 
使途制限付現金の減少 33,852 22,506 
短期売買目的有価証券の減少（増加） △16,264 21,300 
棚卸資産の減少 37,918 11,707 
その他受取債権の減少（増加） 20,782 △6,771 
支払手形および未払金等の増加（減少） △8,715 47,102 
未払費用の減少 △2,207 △9,073 
その他の増減（純額） 15,717 28,952 

営業活動から得た現金（純額） 391,304 469,644 

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー： 

リース資産の購入 △736,373 △859,169 
ファイナンス・リース投資の回収 381,080 459,003 
顧客への営業貸付金の実行 △918,777 △1,035,564 
営業貸付金の元本回収 1,193,884 1,264,649 
オペレーティング・リース資産の売却 173,890 251,567 
関連会社への投資（純額） △19,206 △46,942 
関連会社投資の売却 3,280 15,426 
売却可能有価証券の購入 △684,870 △897,246 
売却可能有価証券の売却 417,534 318,697 
売却可能有価証券の償還 373,729 473,126 
満期保有目的有価証券の購入 △46,567 △8,519 
その他の有価証券の購入 △26,855 △24,761 
その他の有価証券の売却 40,568 26,501 
その他営業資産の購入 △15,152 △52,550 
子会社買収（取得時現金控除後） △43,223 △93,458 
子会社売却（売却時現金控除後） △171 ― 
その他の増減（純額） 12,886 8,011 

投資活動から得た（に使用した）現金（純額） 105,657 △201,229 

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー： 

満期日が３ヶ月以内の借入債務の減少（純額） △20,507 △105,784 
満期日が３ヶ月超の借入債務による調達 1,365,827 1,210,209 
満期日が３ヶ月超の借入債務の返済 △1,790,616 △1,497,614 
預金の受入の増加（純額） 6,623 127,610 
親会社による配当金の支払 △9,676 △15,878 
非支配持分からの出資 1,133 11,501 
子会社による償還可能非支配持分に対する配当金の支払 △5,763 △1,224 
コールマネーの減少（純額） ― △5,000 
その他の増減（純額） △14,214 2,013 

財務活動に使用した現金（純額） △467,193 △274,167 

Ⅳ  現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額 9,636 6,755 

Ⅴ  現金および現金等価物増加額（純額） 39,404 1,003 

Ⅵ  現金および現金等価物期首残高 786,892 826,296 

Ⅶ  現金および現金等価物期末残高 826,296 827,299 

－ 5 － 



（訂正後）
（単位：百万円） 

前連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
   至  平成25年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成25年４月１日 
   至  平成26年３月31日） 

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー： 

当期純利益 119,058 193,991 

営業活動から得た現金（純額）への当期純利益の調整: 

減価償却費・その他償却費 177,280 206,640 

貸倒引当金繰入額 10,016 13,834 

保険契約債務の増加 20,990 28,429 

持分法投資損益（貸付利息を除く） △12,874 △17,619 

子会社・関連会社株式売却損益および清算損 △7,883 △64,923 

売却可能有価証券の売却益 △17,252 △14,149 

賃貸不動産売却益 △5,816 △5,872 

賃貸不動産以外のオペレーティング・リース資産の売却益 △14,032 △17,820 

長期性資産評価損 17,896 23,421 

有価証券評価損 22,838 7,989 

使途制限付現金の減少 33,852 22,506 

短期売買目的有価証券の減少（増加） △16,264 21,300 

棚卸資産の減少 37,918 11,707 

その他受取債権の減少（増加） 20,782 △6,719 

支払手形および未払金等の増加（減少） △8,715 47,090 

未払費用の減少 △2,207 △9,076 

その他の増減（純額） 15,717 30,264 

営業活動から得た現金（純額） 391,304 470,993 

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー： 

リース資産の購入 △736,373 △859,169 

ファイナンス・リース投資の回収 381,080 459,003 

顧客への営業貸付金の実行 △918,777 △1,035,564 

営業貸付金の元本回収 1,193,884 1,264,649 

オペレーティング・リース資産の売却 173,890 251,567 

関連会社への投資（純額） △19,206 △46,942 

関連会社投資の売却 3,280 15,426 

売却可能有価証券の購入 △684,870 △897,246 

売却可能有価証券の売却 417,534 318,697 

売却可能有価証券の償還 373,729 473,126 

満期保有目的有価証券の購入 △46,567 △8,519 

その他の有価証券の購入 △26,855 △24,761 

その他の有価証券の売却 40,568 26,501 

その他営業資産の購入 △15,152 △52,550 

子会社買収（取得時現金控除後） △43,223 △94,395 

子会社売却（売却時現金控除後） △171 ― 

その他の増減（純額） 12,886 8,011 

投資活動から得た（に使用した）現金（純額） 105,657 △202,166 

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー： 

満期日が３ヶ月以内の借入債務の減少（純額） △20,507 △105,784 

満期日が３ヶ月超の借入債務による調達 1,365,827 1,210,209 

満期日が３ヶ月超の借入債務の返済 △1,790,616 △1,497,689 

預金の受入の増加（純額） 6,623 127,610 

親会社による配当金の支払 △9,676 △15,878 

非支配持分からの出資 1,133 11,089 

子会社による償還可能非支配持分に対する配当金の支払 △5,763 △1,224 

コールマネーの減少（純額） ― △5,000 

その他の増減（純額） △14,214 2,088 

財務活動に使用した現金（純額） △467,193 △274,579 

Ⅳ  現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額 9,636 6,755 

Ⅴ  現金および現金等価物増加額（純額） 39,404 1,003 

Ⅵ  現金および現金等価物期首残高 786,892 826,296 

Ⅶ  現金および現金等価物期末残高 826,296 827,299 

－ 6 － 


