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平成 25 年６月 21 日 

各    位 

                                                 会 社 名  株式会社 オ プ ト ロ ム 
                                                 代表者名  代表取締役社長  三浦  一博 
                                                 (コード番号：7824 名証セントレックス) 
                                                 問合せ先  取締役管理部長 佐藤 政治 
                                                 (電話番号  0 2 2 － 3 9 2 － 3 7 1 1) 
 

（訂正）「平成21年３月期第３四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 当社は、平成 25 年５月 17 日に開示しました「過年度の有価証券報告書、四半期報告書及び

決算短信等の訂正に関するお知らせ」及び平成 25 年６月 11 日に開示しました「過年度の有価

証券報告書、四半期報告書及び決算短信等の訂正の概要に関するお知らせ」のとおり、平成

21年３月期第３四半期から平成25年３月期第３四半期までの決算短信及び四半期決算短信の

訂正作業を進めてまいりました。 

このたび、平成21年２月13日に開示いたしました「平成21年３月期第３四半期決算短信」の

訂正作業が完了しましたのでお知らせいたします。また、当該期間の訂正四半期報告書につい

ても、本日提出する予定です。 

 

記 

 
１．訂正理由 
当社は、平成 21 年３月期第３四半期以降に提出した有価証券報告書、四半期報告書及び決

算短信等において訂正を要すると考えられる事項があると前会計監査人より指摘を受け、事実

確認の結果、次の事項が判明したため、過去における会計処理等を訂正すべきであると判断い

たしました。 

これは、平成 21 年３月期第３四半期及び平成 24 年３月期における、当社のデジタルコンテ

ンツ事業に係る固定資産の減損損失を計上しておりますが、当該減損損失額の測定に使用する

割引率が実効税率を加味しない税引後の数値となっておりました。これに関して、「固定資産

の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(企業会計基準適用

指針第６号)」に基づき、使用価値の算定に際しては税引前の割引率を用いる必要があるとの

指摘を受けたことにより訂正の必要性を認識いたしました。今回の訂正にあたり、平成 21 年

３月期第３四半期における減損損失の測定全般を見直し再計算した結果、減損損失の金額が訂

正前より増加し、平成 2４年３月期における減損損失の計上は不要となりました。 

 

２．訂正箇所 
訂正箇所につきましては、＿下線を付しております。 
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【サマリー情報】 
（訂正前） 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 21 年 3 月期第３四半期の連結業績（平成 20 年 4 月 1日～平成 20年 12 月 31 日） 
(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   ％

21 年 3 月期第 3四半期 2,343   － △136   － △180   －  △898   － 
20 年 3 月期第 3四半期 －   － －   － －   － －   －

 

 
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

21 年 3 月期第 3四半期 △52.43 －  －  
20 年 3 月期第 3四半期 － －  －  －  

 
(2) 連結財政状態 

 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

21 年 3 月期第 3四半期 2,887 733 25.4  40.03 
20 年 3 月期 － － －  － 

（参考）自己資本  21 年 3 月期第 3四半期 733 百万円  20 年 3 月期  －百万円 
 
（訂正後） 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 21 年 3 月期第３四半期の連結業績（平成 20 年 4 月 1日～平成 20年 12 月 31 日） 
 (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   ％

21 年 3 月期第 3四半期 2,343   － △136   － △180   －  △1,096   － 
20 年 3 月期第 3四半期 －   － －   － －   － －   －

 

 
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

21 年 3 月期第 3四半期 △64.00 －  －  
20 年 3 月期第 3四半期 － －  －  －  

 
(2) 連結財政状態 

 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

21 年 3 月期第 3四半期 2,704 535 19.8  29.20 
20 年 3 月期 － － －  － 

（参考）自己資本  21 年 3 月期第 3四半期 535 百万円  20 年 3 月期  －百万円 
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【添付資料】 

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

（訂正前） 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発

した世界的な金融市場の混乱を背景に、株価下落、円高等の影響により企業収益を悪化させ、

景気の減速懸念がより一層強まることとなりました。 

このような状況の中、当社グループは生産効率化による原価低減や販売価格の是正を始めと

する諸施策を推進し、事業収益力の強化に取り組んで参りましたが、結果として、当第３四半

期連結累計期間の売上高は2,343,704千円、営業損失は136,600千円、経常損失は180,533千円

となりました。 

また、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴い、有形固定資産の減損損失423,283

千円及びのれんの減損損失206,712 千円等を特別損失に計上した結果、税金等調整前四半期純

損失は826,439円となり、繰延税金資産も取り崩したために法人税等調整額69,344千円を計上

し、四半期純損失は898,226千円となりました。 

〈省略〉 

 

（訂正後） 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発

した世界的な金融市場の混乱を背景に、株価下落、円高等の影響により企業収益を悪化させ、

景気の減速懸念がより一層強まることとなりました。 

このような状況の中、当社グループは生産効率化による原価低減や販売価格の是正を始めと

する諸施策を推進し、事業収益力の強化に取り組んで参りましたが、結果として、当第３四半

期連結累計期間の売上高は2,343,704千円、営業損失は136,600千円、経常損失は180,533千円

となりました。 

また、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴い、デジタルコンテンツ事業において

固定資産等の減損損失612,739千円及び環境エネルギー事業においてのれんの減損損失

206,712 千円等を特別損失に計上した結果、税金等調整前四半期純損失は1,015,895円となり、

繰延税金資産も取り崩したために法人税等調整額80,633千円を計上し、四半期純損失は

1,096,528千円となりました。 

〈省略〉 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

（１）財政状態の分析 

 （流動資産） 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は903,658千円となりました。 

主要な項目として、現金及び預金156,466千円、受取手形及び売掛金485,280千円、原材料や

製品等のたな卸資産が169,322千円であります。 

（固定資産） 

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は1,983,833千円となりました。 

主要な項目として、本社工場の建物及び構築物568,266千円、機械装置及び運搬具590,151

千円及び土地689,608千円であります。 

この結果、総資産合計は2,887,492千円となりました。 

（流動負債） 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は1,461,895千円となりました。 

主要な項目として、買掛金96,022 千円、短期借入金890,262 千円、１年内返済予定の長期
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借入金256,004 千円であります。 

（固定負債） 

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は692,264千円となりました。 

主要な項目として、長期借入金が688,170 千円であります。 

この結果、負債合計は、2,154,159千円となりました。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は733,332千円となりました。 

これは、減損損失629,995千円等の計上したことにより四半期純損失が898,226千円を計上し

た結果であります。 

 

（２）キャッシュ・フローの分析 

  当第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により129,481千円

増加、投資活動により100,803千円減少、財務活動により83,096千円減少、現金及び現金同等

物に係る換算差額1,076千円減少し、この結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金

同等物は、前会計年度末と比べ55,495 千円減少となり、156,466千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動は、当第３四半期連結累計期間において、減損損失を629,995千円計上したこと等

により税金等調整前四半期純損失826,439千円を計上しました。減価償却費を199,329千円、減

損損失を629,995千円計上し、売上債権が269,192 千円減少した結果、当第３四半期連結累計

期間の営業活動によるキャッシュ・フローは129,481 千円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動は、当第３四半期連結累計期間においてＤＶＤ生産ライン等の主要設備の導入が一

段落したことにより、既存の設備更新の費用として有形固定資産の取得よる支出が38,130千円、

株式交換前の子会社へ貸付金56,000千円を支出しました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローによる支出は、

100,803千円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動は、当第３四半期連結累計期間において運転資金の安定化を図るため短期借入金

150,031千円、長期借入金80,000千円を調達したほか、自己株式の処分により30,600千円の収

入がありました。また、長期借入金の返済202,310千円、短期借入金の返済140,000千円を支出

しました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローによる支出は、

83,096千円となりました。 

 

（訂正後） 

（１）財政状態の分析 

 （流動資産） 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は893,407千円となりました。 

主要な項目として、現金及び預金156,466千円、受取手形及び売掛金485,280千円、原材料や

製品等のたな卸資産が169,322千円であります。 

（固定資産） 

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は1,811,030千円となりました。 

主要な項目として、本社工場の建物及び構築物467,789千円、機械装置及び運搬具534,768

千円及び土地690,012千円であります。 

この結果、総資産合計は2,704,438千円となりました。 

（流動負債） 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は1,464,638千円となりました。 
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主要な項目として、買掛金96,022 千円、短期借入金890,262 千円、１年内返済予定の長期

借入金256,004 千円であります。 

（固定負債） 

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は704,769千円となりました。 

主要な項目として、長期借入金が688,170 千円であります。 

この結果、負債合計は、2,169,407千円となりました。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は535,030千円となりました。 

これは、減損損失819,451千円等の計上したことにより四半期純損失が1,096,528千円を計上

した結果であります。 

 

（２）キャッシュ・フローの分析 

  当第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により129,481千円

増加、投資活動により100,803千円減少、財務活動により83,096千円減少、現金及び現金同等

物に係る換算差額1,076千円減少し、この結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金

同等物は、前会計年度末と比べ55,495千円減少となり、156,466千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動は、当第３四半期連結累計期間において、減損損失を819,451千円計上したこと等

により税金等調整前四半期純損失1,015,595千円を計上しました。減価償却費を199,329千円、

減損損失を819,451千円計上し、売上債権が269,192 千円減少した結果、当第３四半期連結累

計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは129,481 千円の収入となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動は、当第３四半期連結累計期間においてＤＶＤ生産ライン等の主要設備の導入が一

段落したことにより、既存の設備更新の費用として有形固定資産の取得よる支出が38,130千円、

株式交換前の子会社へ貸付金56,000千円を支出しました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローによる支出は、

100,803千円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動は、当第３四半期連結累計期間において運転資金の安定化を図るため短期借入金

150,031千円、長期借入金80,000千円を調達したほか、自己株式の処分により30,600千円の収

入がありました。また、長期借入金の返済202,310千円、短期借入金の返済140,000千円を支出

しました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローによる支出は、

83,096千円となりました。 
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５．四半期連結財務諸表 

（訂正前） 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円） 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金  156,466

  受取手形及び売掛金  485,280

  商品  2,511

  製品  41,910

  原材料  83,694

  仕掛品  41,206

  その他  95,818

  貸倒引当金  △3,230

  流動資産合計  903,658

固定資産  

 有形固定資産  

  建物及び構築物（純額）  568,266

  機械装置及び運搬具（純額）  590,151

  土地  689,608

  その他（純額）  23,657

  有形固定資産合計  1,871,683

 無形固定資産  

  その他  10,702

  無形固定資産合計  10,702

 投資その他の資産  

  その他  113,439

  貸倒引当金  △11,992

  投資その他資産合計  101,447

 固定資産合計  1,983,833

資産合計  2,887,792
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（単位：千円） 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金  96,022

  短期借入金  890,262

  １年内返済予定の長期借入金  256,004

  未払法人税等  3,482

  賞与引当金  3,050

  その他  213,073

  流動負債合計  1,461,895

 固定負債  

  長期借入金  688,170

  その他  4,094

  固定負債合計  6,92,264

 負債合計  2,154,159

純資産の部  

 株主資本  

  資本金  954,500

  資本余剰金  554,040

  利益剰余金  △774,957

  株主資本合計  733,582

 評価・換算差額等  

  為替換算調整勘定  △249

  評価・換算差額等合計  △249

 純資産合計  733,332

負債純資産合計  2,887,492
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（２）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） 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 20 年 12 月 31 日） 

売上高  2,343,704

売上原価  2,124,783

売上総利益  218,920

販売費及び一般管理費  355,521

営業損失（△）  △136,600

営業外収益  

 受取利息  207

 共同制作事業収益金  25,040

 その他  9,744

 営業外収益合計  34,992

営業外費用  

 支払利息  37,555

 共同制作事業費用  34,640

 その他  6,730

 営業外費用合計  78,925

経常損失（△）  △180,533

特別損失  

 固定資産除却損  3,177

 投資有価証券評価損  4,000

 減損損失  629,995

 貸倒引当金繰入額  8,733

 特別損失合計  645,905

税金等調整前四半期純損失（△）  △826,439

法人税、住民税及び事業税  2,443

法人税調整額  69,344

法人税等合計  71,787

四半期純損失（△）  △898,226
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 （第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円） 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成 20 年 10 月 １日 

  至 平成 20 年 12 月 31 日） 

売上高  689,285

売上原価  623,063

売上総利益  66,221

販売費及び一般管理費  128,360

営業損失（△）  △62,138

営業外収益  

 受取利息  5

 共同制作事業収益金  13,671

 その他  5,848

 営業外収益合計  19,525

営業外費用  

 支払利息  12,289

 共同制作事業費用  11,961

 その他  415

 営業外費用合計  24,666

経常損失（△）  △67,278

特別損失  

 固定資産除却損  208

 減損損失  629,995

 貸倒引当金繰入額  △350

 特別損失合計  629,853

税金等調整前四半期純損失（△）  △697,132

法人税、住民税及び事業税  811

法人税調整額  30,210

法人税等合計  31,021

四半期純損失（△）  △728,154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 20 年 12 月 31 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純損失(△)  △826,439

 減価償却費  199,329

 減損損失  629,995

 のれん償却額  10,879

 賞与引当金の増減額(△は減少）  △7,890

 貸倒引当金の増減額(△は減少） 10,772

 受取利息及び受取配当金  △221

 支払利息  37,555

 有形固定資産除却損  3,177

 投資有価証券評価損益(△は益）  4,000

 たな卸資産の増減額(△は増加)  △44,754

 売上債権の増減額(△は増加)  269,192

 仕入債務の増減額(△は減少)  △123,386

 その他  6,413

 小計  168,624

 利息及び配当金の受取額  207

 利息の支払額  △37,966

 法人税等の支払額  6,413

 営業活動によるキャッシュ・フロー 168,624

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出  △38,130

 無形固定資産の取得による支出  △4,074

 貸付けによる支出  △56,000

 子会社株式の取得による支出  △2,597

 投資活動によるキャッシュ・フロー △100,803

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入れによる収入  150,031

 短期借入金の返済による支出  △140,000

 長期借入れによる収入  80,000

 長期借入金の返済による支出  △202,310

 自己株式の処分による収入  30,600

 株式の発行による支出 △861

 ファイナンス・リース債務返済による支出 △404

 配当金の支払額  △152

 財務活動によるキャッシュ・フロー △83,096

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,076

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △55,495

現金及び現金同等物の期首残高  221,961

現金及び現金同等物の四半期残高 156,466
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(４) 継続企業の前提に関する注記 

当社は、前事業年度（単体）において営業損失46百万円、経常損失110百万円、当期純損失

76百万円を計上しております。当連結会計年度において利益の黒字化を目標として、販売価格

の適正化（売上原価に見合う価格転嫁）、製造コストの削減に取り組んでまいりましたが、当

第３四半期連結累計期間において営業損失136百万円、経常損失180百万円、四半期純損失898

百万円の計上となりました。 

当第３四半期連結累計期間においては「固定資産の減損に係る会計基準」により、固定資産

の帳簿価額を回収可能額まで減額することにより、有形固定資産の減損損失423百万円及びの

れんの減損損失206百万円を特別損失として計上いたしました。また、繰延税金資産69百万円

の取り崩しもいたしました。 

このように当社は前事業年度及び当第３四半期連結累計期間において当期純損失を計上す

るに至りましたが、営業キャッシュ・フローの状況として、前事業年度は242百万円の収入、

当第3四半期連結累計期間の営業キャッシュ・フローは129百万円の収入となり、営業キャッシ

ュ・フローはプラスとなっております。 

しかしながら、当連結会計年度末において２期連続の営業利益赤字、経常利益赤字になるこ

とが見込まれることから、シンジケート・ローン契約（平成20年12月末残高465百万円）にお

いて財務制限条項に抵触する可能性があり、さらに減損損失を特別損失として計上したため純

資産維持条項にも抵触する可能性があります。これにより期限の利益喪失に係る請求を受ける

可能性があり、今後の資金繰りへの影響が懸念されることから継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在します。 

今後当社は、現在の厳しい状況を解消し、将来に向けた経営基盤の再構築を行うために、各

事業の将来計画について検討し、経営合理化を推し進めることが不可欠であると判断しており

ます。 

当社は財務制限条項に抵触する可能性があるシンジケート・ローンにつきましては今後直ち

に契約変更の協議に入りますが、主取引金融機関との協議から、当社としては現状において期

限の利益喪失請求を行う可能性は低いと考えており、従来通りの融資を受けるものと考えてお

ります。 

従って、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑

義の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 
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（訂正後） 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円） 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金  156,466

  受取手形及び売掛金  485,280

  商品  2,511

  製品  41,910

  原材料  83,694

  仕掛品  41,206

  その他  85,567

  貸倒引当金  △3,230

  流動資産合計  893,407

固定資産  

 有形固定資産  

  建物及び構築物（純額）  467,789

  機械装置及び運搬具（純額）  534,768

  土地  690,012

  その他（純額）  17,619

  有形固定資産合計  1,710,189

 無形固定資産  

  その他  7,970

  無形固定資産合計  7,970

 投資その他の資産  

  その他  104,862

  貸倒引当金  △11,992

  投資その他資産合計  92,870

 固定資産合計  1,811,030

資産合計  2,704,438
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（単位：千円） 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成 20 年 12 月 31 日） 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金  96,022

  短期借入金  890,262

  １年内返済予定の長期借入金  256,004

  未払法人税等  3,482

  賞与引当金  3,050

  その他  215,816

  流動負債合計  1,464,638

 固定負債  

  長期借入金  688,170

  繰延税金負債  8,846

  その他  7,752

  固定負債合計  704,769

 負債合計  2,169,407

純資産の部  

 株主資本  

  資本金  954,500

  資本余剰金  554,040

  利益剰余金  △973,259

  株主資本合計  535,280

 評価・換算差額等  

  為替換算調整勘定  △249

  評価・換算差額等合計  △249

 純資産合計  535,030

負債純資産合計  2,704,438
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（２）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） 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 20 年 12 月 31 日） 

売上高  2,343,704

売上原価  2,124,783

売上総利益  218,920

販売費及び一般管理費  355,521

営業損失（△）  △136,600

営業外収益  

 受取利息  207

 共同制作事業収益金  25,040

 その他  9,744

 営業外収益合計  34,992

営業外費用  

 支払利息  37,555

 共同制作事業費用  34,640

 その他  6,730

 営業外費用合計  78,925

経常損失（△）  △180,533

特別損失  

 固定資産除却損  3,177

 投資有価証券評価損  4,000

 減損損失  819,451

 貸倒引当金繰入額  8,733

 特別損失合計  835,361

税金等調整前四半期純損失（△）  △1,015,895

法人税、住民税及び事業税  2,443

法人税調整額  78,190

法人税等合計  80,633

四半期純損失（△）  △1,096,528
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 （第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円） 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成 20 年 10 月 １日 

  至 平成 20 年 12 月 31 日） 

売上高  689,285

売上原価  623,063

売上総利益  66,221

販売費及び一般管理費  128,360

営業損失（△）  △62,138

営業外収益  

 受取利息  5

 共同制作事業収益金  13,671

 その他  5,848

 営業外収益合計  19,525

営業外費用  

 支払利息  12,289

 共同制作事業費用  11,961

 その他  415

 営業外費用合計  24,666

経常損失（△）  △67,278

特別損失  

 固定資産除却損  208

 減損損失  819,451

 貸倒引当金繰入額  △350

 特別損失合計  819,309

税金等調整前四半期純損失（△）  △886,588

法人税、住民税及び事業税  811

法人税調整額  39,056

法人税等合計  39,867

四半期純損失（△）  △926,456
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 20 年 12 月 31 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純損失(△)  △1,015,895

 減価償却費  199,329

 減損損失  819,451

 のれん償却額  10,879

 賞与引当金の増減額(△は減少）  △7,890

 貸倒引当金の増減額(△は減少） 10,772

 受取利息及び受取配当金  △221

 支払利息  37,555

 有形固定資産除却損  3,177

 投資有価証券評価損益(△は益）  4,000

 たな卸資産の増減額(△は増加)  △44,754

 売上債権の増減額(△は増加)  269,192

 仕入債務の増減額(△は減少)  △123,386

 その他  6,413

 小計  168,624

 利息及び配当金の受取額  207

 利息の支払額  △37,966

 法人税等の支払額  1,384

 営業活動によるキャッシュ・フロー 129,481

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出  △38,130

 無形固定資産の取得による支出  △4,074

 貸付けによる支出  △56,000

 子会社株式の取得による支出  △2,597

 投資活動によるキャッシュ・フロー △100,803

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入れによる収入  150,031

 短期借入金の返済による支出  △140,000

 長期借入れによる収入  80,000

 長期借入金の返済による支出  △202,310

 自己株式の処分による収入  30,600

 株式の発行による支出 △861

 ファイナンス・リース債務返済による支出 △404

 配当金の支払額  △152

 財務活動によるキャッシュ・フロー △83,096

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,076

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △55,495

現金及び現金同等物の期首残高  211,961

現金及び現金同等物の四半期残高 156,466
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(４) 継続企業の前提に関する注記 

当社は、前事業年度（単体）において営業損失46百万円、経常損失110百万円、当期純損失

76百万円を計上しております。当連結会計年度において利益の黒字化を目標として、販売価格

の適正化（売上原価に見合う価格転嫁）、製造コストの削減に取り組んでまいりましたが、当

第３四半期連結累計期間において営業損失136百万円、経常損失180百万円、四半期純損失1,096

百万円の計上となりました。 

当第３四半期連結累計期間においては「固定資産の減損に係る会計基準」により、固定資産

の帳簿価額を回収可能額まで減額することにより、デジタルコンテンツ事業において固定資産

等の減損損失612百万円及び環境エネルギー事業においてのれんの減損損失206百万円を特別

損失として計上いたしました。また、繰延税金資産69百万円の取り崩しもいたしました。 

このように当社は前事業年度及び当第３四半期連結累計期間において当期純損失を計上す

るに至りましたが、営業キャッシュ・フローの状況として、前事業年度は242百万円の収入、

当第3四半期連結累計期間の営業キャッシュ・フローは129百万円の収入となり、営業キャッシ

ュ・フローはプラスとなっております。 

しかしながら、当連結会計年度末において２期連続の営業利益赤字、経常利益赤字になるこ

とが見込まれることから、シンジケート・ローン契約（平成20年12月末残高465百万円）にお

いて財務制限条項に抵触する可能性があり、さらに減損損失を特別損失として計上したため純

資産維持条項にも抵触する可能性があります。これにより期限の利益喪失に係る請求を受ける

可能性があり、今後の資金繰りへの影響が懸念されることから継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在します。 

今後当社は、現在の厳しい状況を解消し、将来に向けた経営基盤の再構築を行うために、各

事業の将来計画について検討し、経営合理化を推し進めることが不可欠であると判断しており

ます。 

当社は財務制限条項に抵触する可能性があるシンジケート・ローンにつきましては今後直ち

に契約変更の協議に入りますが、主取引金融機関との協議から、当社としては現状において期

限の利益喪失請求を行う可能性は低いと考えており、従来通りの融資を受けるものと考えてお

ります。 

従って、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑

義の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

 
以 上 


