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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23年３月期第１四半期決算短信［日本基準］（連結）」 

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22年８月12日に開示いたしました「平成23年３月期第１四半期決算短信」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 23 年３月期第１四半期の連結業績（平成 22 年 4 月 1日～平成 22 年６月 30 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   ％

23 年 3 月期第 1四半期 766  31.4 3   － △12   － △8   －
22 年 3 月期第 1四半期 583    － △8   － △23  － △16  －

 

 
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

23 年 3 月期第 1四半期 △0.43 ―   
22 年 3 月期第 1四半期 △0.89  ―   

 
(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

23 年 3 月期第 1四半期 2,555 619 24.2  30.49 
22 年 3 月期 2,583 627 24.2  30.86 

（参考）自己資本  23 年 3 月期第１四半期 617 百万円  22 年 3 月期 625 百万円 
 
（訂正後） 
１．平成 23 年３月期第１四半期の連結業績（平成 22 年 4 月 1日～平成 22 年６月 30 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   ％

23 年 3 月期第 1四半期 766  31.4 9   － △5   － △2   －
22 年 3 月期第 1四半期 583    － △2   － △14  － △12  －

 

 
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

23 年 3 月期第 1四半期 △0.14 ―   
22 年 3 月期第 1四半期 △0.67  ―   

 
(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

23 年 3 月期第 1四半期 2,428 490 20.1  24.11 
22 年 3 月期 2,454 492 20.0  24.20 

（参考）自己資本  23 年 3 月期第１四半期 488 百万円  22 年 3 月期 490 百万円 
 



 

3 

【添付資料】 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（訂正前） 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとする新興国による外

需等に牽引され、景気は自律的な回復の動きがあるものの、ギリシャの財政危機を契機と

した欧州の景気悪化懸念や、円高やデフレの進行、また雇用・所得環境が改善されない等、

依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループはディスク生産体制の見直しをはじめ、生産効率化に

よる原価低減や「Ｅ・ＣＯＯＬ」の販売力強化のため営業体制の見直しなど諸施策を実施し、

事業収益力の強化に取り組んで参りました。その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高

は 766,387 千円（前年同四半期比 31.4％増）、営業利益は 3,124 千円（前年同四半期は営

業損失 8,170 千円）、経常損失は 12,710 千円（前年同四半期は経常損失 23,078 千円）とな

りました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

＜デジタルコンテンツ事業＞ 

国内の光ディスク業界において、ＣＤ市場の縮小傾向は続いており音楽ＣＤの 2010 年４

月～６月の生産金額は、51,066 百万円（前年同四半期比 5.0%減）となりました。（社団法

人日本レコード協会統計資料「オーディオレコード生産実績」から抜粋） 

また、国内ＤＶＤ市場（セル・レンタル用）の 2010 年４月～６月の売上金額は、49,145

百万円（同 9.0%減）となりました。（社団法人日本映像ソフト協会資料「ビデオソフト月

間売上速報」から抜粋） 

このような状況にあって、当社グループのデジタルコンテンツ事業の売上高は 505,938

千円（同 10.5％減）となりました。 

デジタルコンテンツ事業のうち、ＣＤ部門の販売金額は 281,564 千円（同 1.2％減）とな

りました。これは音楽ＣＤを始め語学・生涯教育向け等の教材関連ＣＤ（ＣＤ－ＤＡ）の売

上高 213,638 千円（同 9.2％増）、コンピュータ用ソフトウェアとして使用される複合型Ｃ

Ｄ（ＣＤ－ＲＯＭ）の売上高 67,925 千円（同 23.9％減）であります。 

また、ＤＶＤ部門の販売金額は、ＴＶアニメ共同製作事業やレンタル版権の得られる映画

製作への参画などコンテンツ上流から関与する顧客との関係強化に努めることでＤＶＤ部

門の受注獲得に努めましたが、顧客からの需要が当社予想に比べ振るわず、その結果、販売

金額は 199,930 千円（同 23.0％減）となりました。 

利益面においては、販売価格の適正化、製造部門におけるコスト低減策の実施など諸政策

を講じてはきましたが、社内生産数量が損益分岐点を下回る月が発生し、営業損失 25,859

千円を計上するに至りました。 

＜Ｅ・ＣＯＯＬ事業＞ 

平成 21 年 10 月から本格的な販売を開始した冷陰極蛍光管「Ｅ・ＣＯＯＬ」の売上高は

256,033 千円となりました。この「Ｅ・ＣＯОＬ」は、平成 22 年３月末時点で 207,060 千

円の受注残が発生しておりましたが、当第１四半期連結会計期間において、生産強化及び販

売・納品に取り組んだことにより、この受注残は全て納品を完了いたしました。 

この結果、Ｅ・ＣＯＯＬ事業の営業利益は 53,511 千円となりました。 

 

（訂正後） 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとする新興国による外

需等に牽引され、景気は自律的な回復の動きがあるものの、ギリシャの財政危機を契機と

した欧州の景気悪化懸念や、円高やデフレの進行、また雇用・所得環境が改善されない等、
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依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループはディスク生産体制の見直しをはじめ、生産効率化に

よる原価低減や「Ｅ・ＣＯＯＬ」の販売力強化のため営業体制の見直しなど諸施策を実施し、

事業収益力の強化に取り組んで参りました。その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高

は 766,387 千円（前年同四半期比 31.4％増）、営業利益は 9,233 千円（前年同四半期は営

業損失 2,152 千円）、経常損失は 5,024 千円（前年同四半期は経常損失 14,713 千円）とな

りました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

＜デジタルコンテンツ事業＞ 

国内の光ディスク業界において、ＣＤ市場の縮小傾向は続いており音楽ＣＤの 2010 年４

月～６月の生産金額は、51,066 百万円（前年同四半期比 5.0%減）となりました。（社団法

人日本レコード協会統計資料「オーディオレコード生産実績」から抜粋） 

また、国内ＤＶＤ市場（セル・レンタル用）の 2010 年４月～６月の売上金額は、49,145

百万円（同 9.0%減）となりました。（社団法人日本映像ソフト協会資料「ビデオソフト月

間売上速報」から抜粋） 

このような状況にあって、当社グループのデジタルコンテンツ事業の売上高は 505,938

千円（同 10.5％減）となりました。 

デジタルコンテンツ事業のうち、ＣＤ部門の販売金額は 281,564 千円（同 1.2％減）とな

りました。これは音楽ＣＤを始め語学・生涯教育向け等の教材関連ＣＤ（ＣＤ－ＤＡ）の売

上高 213,638 千円（同 9.2％増）、コンピュータ用ソフトウェアとして使用される複合型Ｃ

Ｄ（ＣＤ－ＲＯＭ）の売上高 67,925 千円（同 23.9％減）であります。 

また、ＤＶＤ部門の販売金額は、ＴＶアニメ共同製作事業やレンタル版権の得られる映画

製作への参画などコンテンツ上流から関与する顧客との関係強化に努めることでＤＶＤ部

門の受注獲得に努めましたが、顧客からの需要が当社予想に比べ振るわず、その結果、販売

金額は 199,930 千円（同 23.0％減）となりました。 

利益面においては、販売価格の適正化、製造部門におけるコスト低減策の実施など諸政策

を講じてはきましたが、社内生産数量が損益分岐点を下回る月が発生し、営業損失 19,751

千円を計上するに至りました。 

＜Ｅ・ＣＯＯＬ事業＞ 

平成 21 年 10 月から本格的な販売を開始した冷陰極蛍光管「Ｅ・ＣＯＯＬ」の売上高は

256,033 千円となりました。この「Ｅ・ＣＯОＬ」は、平成 22 年３月末時点で 207,060 千

円の受注残が発生しておりましたが、当第１四半期連結会計期間において、生産強化及び販

売・納品に取り組んだことにより、この受注残は全て納品を完了いたしました。 

この結果、Ｅ・ＣＯＯＬ事業の営業利益は 53,511 千円となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

＜財政状態の分析＞ 

（流動資産） 

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は 826,537 千円（前期末比 0.1％増）となりまし

た。 

主要な項目として、現金及び預金 128,170 千円（同 6.0％減）、受取手形及び売掛金 462,857

千円（同 1.9％減）、原材料及び貯蔵品や商品及び製品等のたな卸資産が 133,467 千円（同

7.9％増）であります。 

（固定資産） 

当第１四半期連結会計期間末の固定資産は 1,729,059 千円（同 1.6％減）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 503,944 千円（同 2.0％減）、機械装置及
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び運搬具 423,508 千円（同 4.4％減）、土地 673,008 千円（同増減なし）であります。 

この結果、資産合計は 2,555,596 千円（同 1.1％減）となりました。 

（流動負債） 

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は 1,520,788 千円（同 3.0％増）となりました。 

主要な項目として、買掛金 133,836 千円（同 26.4％増）、短期借入金 927,754 千円（同

1.9％増）、１年内返済予定の長期借入金 231,559 千円（同 2.0％増）であります。 

（固定負債） 

当第１四半期連結会計期間末の固定負債は 415,329 千円（同 13.3％減）となりました。 

主要な項目として、長期借入金が 400,287 千円（同 13.3％減）であります。 

この結果、負債合計は、1,936,118 千円（同 1.0％減）となりました。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は 619,478 千円（同 1.2％減）となりました。 

これは、当第１四半期連結会計期間において四半期純損失 8,748 千円を計上した結果であ

ります。 

 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当第１四半期連結会計期間末におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシ

ュ・フローが 33,704 千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが 2,565 千円の支出、

財務活動によるキャッシュ・フローが 39,266 千円の支出となり、現金及び現金同等物残高

は 128,170 千円（前年同四半期比 5.7％減）となりました。 

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとお

りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、獲得した資金は、当第１四半期連結会計期間において 33,704 千円収入

（前年同四半期比 46.6％減）となりました。 

これは主に税金等調整前四半期純損失 9,935 千円及び減価償却費 33,143 千円（同 26.2％

減）を計上し、売上債権 3,666 千円減少（同 97.1％減）、仕入債務 27,944 千円増加（前年

同四半期は 49,283 千円の減少）、たな卸資産 9,749 千円増加（前年同四半期は 9,548 千円

の減少）したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は、当第１四半期連結会計期間において 2,565 千円支出（前

年同四半期は 14,483 千円の収入）となりました。 

これは固定資産の取得による支出 2,565 千円（前年同四半期比 72.4％減）によるもので

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は、当第１四半期連結会計期間において 39,266 千円支出

（同 67.9％減）となりました。 

これは短期の借入れによる収入20,000千円と借入金の返済による支出59,001千円を行っ

たことによるものです。 

 

（訂正後） 

＜財政状態の分析＞ 

（流動資産） 

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は 822,109 千円（前期末比 0.3％増）となりまし

た。 

主要な項目として、現金及び預金 128,170 千円（同 6.0％減）、受取手形及び売掛金 462,857

千円（同 1.9％減）、原材料及び貯蔵品や商品及び製品等のたな卸資産が 133,467 千円（同
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7.9％増）であります。 

（固定資産） 

当第１四半期連結会計期間末の固定資産は 1,606,696 千円（同 1.5％減）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 429,694 千円（同 1.5％減）、機械装置及

び運搬具 381,899 千円（同 4.6％減）、土地 673,412 千円（同増減なし）であります。 

この結果、資産合計は 2,428,806 千円（同 0.9％減）となりました。 

（流動負債） 

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は 1,523,075 千円（同 2.9％増）となりました。 

主要な項目として、買掛金 133,836 千円（同 26.4％増）、短期借入金 927,754 千円（同

1.9％増）、１年内返済予定の長期借入金 231,559 千円（同 2.0％増）であります。 

（固定負債） 

当第１四半期連結会計期間末の固定負債は 415,329 千円（同 13.4％減）となりました。 

主要な項目として、長期借入金が 400,287 千円（同 13.3％減）であります。 

この結果、負債合計は、1,938,405 千円（同 1.1％減）となりました。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は 490,401 千円（同 0.4％減）となりました。 

これは、当第１四半期連結会計期間において四半期純損失 2,927 千円を計上した結果であ

ります。 

 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当第１四半期連結会計期間末におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシ

ュ・フローが 33,704 千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが 2,565 千円の支出、

財務活動によるキャッシュ・フローが 39,266 千円の支出となり、現金及び現金同等物残高

は 128,170 千円（前年同四半期比 5.7％減）となりました。 

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとお

りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、獲得した資金は、当第１四半期連結会計期間において 33,704 千円収入

（前年同四半期比 46.6％減）となりました。 

これは主に税金等調整前四半期純損失 4,114 千円及び減価償却費 27,726 千円（同 29.9％

減）を計上し、売上債権 3,666 千円減少（同 97.1％減）、仕入債務 27,944 千円増加（前年

同四半期は 49,283 千円の減少）、たな卸資産 9,749 千円増加（前年同四半期は 9,548 千円

の減少）したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は、当第１四半期連結会計期間において 2,565 千円支出（前

年同四半期は 14,483 千円の収入）となりました。 

これは固定資産の取得による支出 2,565 千円（前年同四半期比 72.4％減）によるもので

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は、当第１四半期連結会計期間において 39,266 千円支出

（同 67.9％減）となりました。 

これは短期の借入れによる収入20,000千円と借入金の返済による支出59,001千円を行っ

たことによるものです。 
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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１四半期連結会計期間末 
（平成 22 年６月 30 日） 

前連結会計期間末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成 22 年３月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 128,170 136,406

  受取手形及び売掛金 462,857 471,966

  商品及び製品 20,116 13,005

  仕掛品 28,375 27,078

  原材料及び貯蔵品 84,975 83,634

  その他 121,447 108,594

  貸倒引当金 △19,405 △14,958

  流動資産合計 826,537 825,726

固定資産 

 有形固定資産 

  建物及び構築物（純額） 503,944 514,338

  機械装置及び運搬具（純額） 423,508 443,098

  土地 673,008 673,008

  その他（純額） 15,859 16,893

  有形固定資産合計 1,616,320 1,647,337

 無形固定資産 

  その他 6,890 7,635

  無形固定資産合計 6,890 7,635

 投資その他の資産 

  長期前払費用 32,235 28,801

  その他 132,319 130,001

  貸倒引当金 △58,705 △56,232

  投資その他資産合計 105,848 102,570

 固定資産合計 1,729,059 1,757,543

資産合計 2,555,596 2,583,270
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（単位：千円） 

 
当第１四半期連結会計期間末 
（平成 22 年６月 30 日） 

前連結会計期間末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成 22 年３月 31 日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 133,836 105,892

  短期借入金 927,754 910,268

  １年内返済予定の長期借入金 231,559 227,115

  未払金 174,683 159,691

  未払法人税等 2,175 6,253

  賞与引当金 2,165 4,940

  その他 48,614 62,901

  流動負債合計 1,520,788 1,477,061

 固定負債 

  長期借入金 400,287 461,796

  繰延税金負債 12,394 14,391

  その他 2,648 2,911

  固定負債合計 415,329 479,098

 負債合計 1,936,118 1,956,160

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 984,508 984,508

  資本余剰金 584,048 584,048

  利益剰余金 △951,479 △942,731

  自己株式 △20 △20

  株主資本合計 617,056 625,804

 評価・換算差額等 

  為替換算調整勘定 466 △650

  評価・換算差額等合計 466 △650

 新株予約権 1,955 1,955

 純資産合計 619,478 627,109

負債純資産合計 2,555,596 2,583,270
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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） 

 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成 21 年４月１日 

   至 平成 21 年６月 30 日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成 22 年４月１日 

   至 平成 22 年６月 30 日）

売上高 583,303 766,387

売上原価 491,589 638,674

売上総利益 91,714 127,712

販売費及び一般管理費 99,884 124,588

営業利益又は営業損失（△） △8,170 3,124

営業外収益 

 受取利息 1 1

 共同制作事業収益金 480 9,583

 助成金収入 7,427 2,375

 その他 2,446 4,414

 営業外収益合計 10,357 16,375

営業外費用 

 支払利息 13,241 13,127

 共同制作事業費用 9,853 12,319

 貸倒引当金繰入額 － 2,473

 その他 2,170 4,290

 営業外費用合計 25,264 32,210

経常損失（△） △23,078 △12,710

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 426 －

 収用補償金 7,181 －

 賞与引当金繰入額 － 2,775

 特別利益合計 7,608 2,775

税金等調整前四半期純損失（△） △15,470 △9,935

法人税、住民税及び事業税 810 810

法人税調整額 － △1,997

法人税等合計 810 △1,187

少数株主損益調整前四半期損失(△) － △8,748

四半期純損失（△） △16,280 △8,748
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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） 

 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成 21 年４月１日 

   至 平成 21 年６月 30 日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成 22 年４月１日 

   至 平成 22 年６月 30 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(△) △15,470 △9,935

 減価償却費 44,892 33,143

 賞与引当金の増減額(△は減少） 1,639 △2,775

 貸倒引当金の増減額(△は減少） △426 6,920

 受取利息及び受取配当金 △1 △1

 支払利息 13,241 13,127

 収用補償金 △7,181 －

 売上債権の増減額(△は増加) 126,923 3,666

 たな卸資産の増減額(△は増加) 9,548 △9,749

 仕入債務の増減額(△は減少) △49,283 27,944

 その他 △45,081 △11,201

 小計 78,800 91,139

 利息及び配当金の受取額 1 1

 利息の支払額 △12,479 △14,196

 法人税等の支払額 △3,240 △3,240

 営業活動によるキャッシュ・フロー 63,082 33,704

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 △9,297 △2,565

 有形固定資産の売却による収入 16,600 －

 収用補償金の受取による収入 7,181 －

 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,483 △2,565

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 － 20,000

 短期借入金の返済による支出 △30,000 △2,500

 長期借入金の返済による支出 △91,964 △56,501

 配当金の支払額 △1 △10

 ファイナンス・リース債務返済による

支出 
△246 △254

 財務活動によるキャッシュ・フロー △122,212 △39,266

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55 △108

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △44,701 △8,235

現金及び現金同等物の期首残高 180,659 136,406

現金及び現金同等物の四半期残高 135,958 128,170
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(５) セグメント情報 
   [事業の種類別セグメント情報] 
   前第１四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年６月 30 日） 

 

デジタル 

コンテンツ事業 

(千円) 

環境 

エネルギー事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高 

(1)外部顧客に対する 
   売上高 
(2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 

565,588 17,715 583,303 － 583,303

計 565,588 17,715 583,303 － 583,303

営業利益又は 
営業損失（△） 

34,326 △30,343 △3,983 (12,153) △8,170

（注）１．事業区分の方法 
事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

事業区分 主要製品 

デジタルコンテンツ事業 音楽用ＣＤ、教材用ＣＤ、映像用ＤＶＤ 

環境エネルギー事業 
長寿命節鉛バッテリーの開発・製造・販売 
バッテリーの販売 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

【セグメント情報】 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は、事業種類別に本部を置き、各事業本部は担当する事業について包括的な戦略を立案し、事業

活動を展開しており、「デジタルコンテンツ事業」、「Ｅ・ＣＯＯＬ事業」の２つを報告セグメントと

しております。 

「デジタルコンテンツ事業」は、音楽用ＣＤ、教材用ＣＤ、映像用ＤＶＤ等を製造・販売しております。 

「Ｅ・ＣＯＯＬ事業」は、冷陰極蛍光管「Ｅ・ＣＯＯＬ」の開発・製造・販売を行っております。 
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２．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 

当第１四半期連結累計期間（自平成 22 年４月１日 至平成 22 年６月 30 日） 

(単位：千円) 

 報告セグメント 

 
デジタル 

コンテンツ 
Ｅ・ＣＯＯＬ 計 

その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)３ 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高 
  

(1)外部顧客に対する 
   売上高 

505,938 256,033 761,971 4,415 766,387 － 766,387

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 505,938 256,033 761,971 4,415 766,387 － 766,387

営業利益又は 
営業損失（△） 

△25,859 53,511 27,651 △3,056 24,595 △21,470 3,124

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バッテリー事業等

が含まれております。 

２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△21,470千円は、主に報告セグメントに配分していない

一般経費等の全社費用であります。 

３．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。 
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（訂正後） 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円） 

 
当第１四半期連結会計期間末 
（平成 22 年６月 30 日） 

前連結会計期間末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成 22 年３月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 128,170 136,406

  受取手形及び売掛金 462,857 471,966

  商品及び製品 20,116 13,005

  仕掛品 28,375 27,078

  原材料及び貯蔵品 84,975 83,634

  その他 117,020 102,812

  貸倒引当金 △19,405 △14,958

  流動資産合計 822,109 819,914

固定資産 

 有形固定資産 

  建物及び構築物（純額） 429,694 436,114

  機械装置及び運搬具（純額） 381,899 400,364

  土地 673,412 673,412

  その他（純額） 12,630 13,478

  有形固定資産合計 1,497,637 1,523,370

 無形固定資産 

  その他 5,375 5,986

  無形固定資産合計 5,375 5,986

 投資その他の資産 

  長期前払費用 31,930 28,273

  その他 130,459 130,001

  貸倒引当金 △58,705 △56,232

  投資その他資産合計 103,684 102,042

 固定資産合計 1,606,696 1,631,400

資産合計 2,428,806 2,454,344
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（単位：千円） 

 
当第１四半期連結会計期間末 
（平成 22 年６月 30 日） 

前連結会計期間末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成 22 年３月 31 日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 133,836 105,892

  短期借入金 927,754 910,268

  １年内返済予定の長期借入金 231,559 227,115

  未払金 174,683 159,691

  未払法人税等 2,175 6,253

  賞与引当金 2,165 4,940

  その他 50,900 65,644

  流動負債合計 1,523,075 1,479,805

 固定負債 

  長期借入金 400,287 461,796

  繰延税金負債 12,394 14,391

  その他 2,648 3,139

  固定負債合計 415,329 479,327

 負債合計 1,938,405 1,959,132

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 984,508 984,508

  資本余剰金 584,048 584,048

  利益剰余金 △1,080,555 △1,077,628

  自己株式 △20 △20

  株主資本合計 487,980 490,907

 評価・換算差額等 

  為替換算調整勘定 466 △650

  評価・換算差額等合計 466 △650

 新株予約権 1,955 1,955

 純資産合計 490,401 492,211

負債純資産合計 2,428,806 2,451,344
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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） 

 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成 21 年４月１日 

   至 平成 21 年６月 30 日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成 22 年４月１日 

   至 平成 22 年６月 30 日）

売上高 583,303 766,387

売上原価 485,672 632,658

売上総利益 97,631 133,728

販売費及び一般管理費 99,784 124,495

営業利益又は営業損失（△） △2,152 9,233

営業外収益 

 受取利息 1 1

 共同制作事業収益金 480 9,583

 助成金収入 7,427 2,375

 その他 2,446 4,414

 営業外収益合計 10,357 16,375

営業外費用 

 支払利息 13,241 13,127

 共同制作事業費用 7,505 10,742

 貸倒引当金繰入額 － 2,473

 その他 2,170 4,290

 営業外費用合計 22,917 30,632

経常損失（△） △14,713 △5,024

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 426 －

 収用補償金 7,181 －

 賞与引当金繰入額 － 2,775

 特別利益合計 7,608 2,775

特別損失 

 資産除却債務会計基準の適用に伴
う影響額 － 1,864

 特別損失合計 － 1,864

税金等調整前四半期純損失（△） △7,105 △4,114

法人税、住民税及び事業税 810 810

法人税調整額 4,310 △1,997

法人税等合計 5,121 △1,187

少数株主損益調整前四半期損失(△) － △2,927

四半期純損失（△） △12,226 △2,927
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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） 

 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成 21 年４月１日 

   至 平成 21 年６月 30 日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成 22 年４月１日 

   至 平成 22 年６月 30 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(△) △7,105 △4,114

 減価償却費 39,561 27,726

 賞与引当金の増減額(△は減少） 1,639 △2,775

 貸倒引当金の増減額(△は減少） △426 6,920

 受取利息及び受取配当金 △1 △1

 支払利息 13,241 13,127

 収用補償金 △7,181 －

 売上債権の増減額(△は増加) 126,923 3,666

 たな卸資産の増減額(△は増加) 9,548 △9,749

 仕入債務の増減額(△は減少) △49,283 27,944

 その他 △48,114 △11,604

 小計 78,800 51,139

 利息及び配当金の受取額 1 1

 利息の支払額 △12,479 △14,196

 法人税等の支払額 △3,240 △3,240

 営業活動によるキャッシュ・フロー 63,082 33,704

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 △9,297 △2,565

 有形固定資産の売却による収入 16,600 －

 収用補償金の受取による収入 7,181 －

 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,483 △2,565

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 － 20,000

 短期借入金の返済による支出 △30,000 △2,500

 長期借入金の返済による支出 △91,964 △56,501

 配当金の支払額 △1 △10

 ファイナンス・リース債務返済による

支出 
△246 △254

 財務活動によるキャッシュ・フロー △122,212 △39,266

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55 △108

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △44,701 △8,235

現金及び現金同等物の期首残高 180,659 136,406

現金及び現金同等物の四半期残高 135,958 128,170
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(５) セグメント情報 
   [事業の種類別セグメント情報] 
   前第１四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年６月 30 日） 

 

デジタル 

コンテンツ事業 

(千円) 

環境 

エネルギー事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高 

(1)外部顧客に対する 
   売上高 
(2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 

565,588 17,715 583,303 － 583,303

計 565,588 17,715 583,303 － 583,303

営業利益又は 
営業損失（△） 

40,344 △30,343 10,000 (12,153) △2,152

（注）１．事業区分の方法 
事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

事業区分 主要製品 

デジタルコンテンツ事業 音楽用ＣＤ、教材用ＣＤ、映像用ＤＶＤ 

環境エネルギー事業 
長寿命節鉛バッテリーの開発・製造・販売 
バッテリーの販売 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

【セグメント情報】 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は、事業種類別に本部を置き、各事業本部は担当する事業について包括的な戦略を立案し、事業

活動を展開しており、「デジタルコンテンツ事業」、「Ｅ・ＣＯＯＬ事業」の２つを報告セグメントと

しております。 

「デジタルコンテンツ事業」は、音楽用ＣＤ、教材用ＣＤ、映像用ＤＶＤ等を製造・販売しております。 

「Ｅ・ＣＯＯＬ事業」は、冷陰極蛍光管「Ｅ・ＣＯＯＬ」の開発・製造・販売を行っております。 
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２．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 

当第１四半期連結累計期間（自平成 22 年４月１日 至平成 22 年６月 30 日） 

(単位：千円) 

 報告セグメント 

 
デジタル 

コンテンツ 
Ｅ・ＣＯＯＬ 計 

その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)３ 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高 
  

(1)外部顧客に対する 
   売上高 

505,938 256,033 761,971 4,415 766,387 － 766,387

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 505,938 256,033 761,971 4,415 766,387 － 766,387

営業利益又は 
営業損失（△） 

△19,751 53,511 33,760 △3,056 30,703 △21,470 9,233

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バッテリー事業等

が含まれております。 

２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△21,470千円は、主に報告セグメントに配分していない

一般経費等の全社費用であります。 

３．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。 

 

 

（資産除去債務関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

当社グループは、不動産賃貸借契約等に関する敷金及び保証金について、回収が 終的に見込めない

と認められる金額（賃借建物の原状回復費用）を合理的に見積り、そのうち当連結会計期間の負担に属

する金額を費用計上する方法によっており、資産除去債務の負債計上は行っておりません。 

なお、当連結会計期間の負担に属する金額は、見込まれる入居期間に基づいて算定しております。 

 

以 上 


