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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24年３月期決算短信［日本基準］（非連結）」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24年５月18日に開示いたしました「平成24年３月期決算短信」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、当該期間の訂正有価証券報告書についても、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 24 年 3 月期の連結業績（平成 23 年 4月 1日～平成 24 年 3 月 31 日） 
(1) 経営成績                            （％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 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

24 年 3 月期 2,287 △5.5 △91   － △137   － △205   －
23 年 3 月期 2,420 △8.4 △176   － △265  － △373  －

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本 
当期純利益率

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円    銭 円    銭 ％ ％ ％

24 年 3 月期 △10.14  －  －  △130.0 △6.2  △4.0  
23 年 3 月期 △18.43   －  －  △83.4   △10.7   △7.3 

(参考)持分法投資損益   24 年 3 月期   －百万円  23 年 3 月期  －百万円 
 
(2) 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

24 年 3 月期 2,085 57 2.7  2.73  
23 年 3 月期 2,356 262 11.1  12.87 

（参考）自己資本      23 年 3月期 258 百万円  22 年 3 月期  625 百万円 
 
(2) キャシュ・フローの状況 

 
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 
現金及び現金同等物

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

24 年 3 月期 △64 △16 △1  108 
23 年 3 月期 － － －  － 
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（訂正後） 
（百万円未満切捨て）  

１．平成 24 年 3 月期の連結業績（平成 23 年 4月 1日～平成 24 年 3 月 31 日） 
(1) 経営成績                            （％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 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

24 年 3 月期 2,287 △5.5 △73   － △119   － △110   －
23 年 3 月期 2,420 △8.4 △152   － △234  － △337  －

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本 
当期純利益率

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円    銭 円    銭 ％ ％ ％

24 年 3 月期 △5.44  －  －  △216.6 △3.5  △3.2  
23 年 3 月期 △16.68   －  －  △209.7   △6.7   △6.3 

(参考)持分法投資損益   24 年 3 月期   －百万円  23 年 3 月期  －百万円 
 
(2) 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

24 年 3 月期 2,080 52 2.4  2.51  
23 年 3 月期 2,257 163 7.1  7.96 

（参考）自己資本      23 年 3月期 50 百万円  22 年 3 月期  161 百万円 
 
(2) キャシュ・フローの状況 

 
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 
現金及び現金同等物

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

24 年 3 月期 △64 △16 △1  108 
23 年 3 月期 － － －  － 
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【添付資料】 

（訂正前） 

１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、甚大な被害をもたらした東日本大震災の影響により大

きく落ち込みましたが、サプライチェーンの正常化により生産活動が回復し、個人消費にも

持ち直しの動きがみられました。しかし、欧州債務問題に伴う国際金融不安の高まりや歴史

的な円高が長期化するなど、依然として先行き不透明な状況が継続しています。 

このような状況のもと、当社はデジタルコンテンツ事業においては、市場規模に応じた生

産体制への移行を図るとともに、販売単価見直しの交渉、納期短縮を目的とした生産工程の

見直し、諸経費削減に取り組みました。 

E・COOL事業においては、新規取扱店の開拓、各種メディア媒体を活用したE・COOLの認知度

アップ活動、商品ラインナップの充実を図るなどの施策を実施いたしました。 

しかし、デジタルコンテンツ業界における市場縮小の傾向は継続し、照明業界においては、

次世代省エネ照明への転換が進みつつありますが、政府・自治体による補助・助成施策の後

押し効果の影響も大きく、自発的な次世代照明への転換とまでには至らない状況にありまし

た。 

その結果、当事業年度の売上高は2,287,008千円(前年同期比5.5％減）、営業損失は91,143

千円（前年同期は営業損失176,615千円）、経常損失は137,252千円（前年同期は経常損失

265,373千円）となりました。 

また、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用により、デジタルコンテンツ事業の用に

供している資産グループについて減損処理し、77,717千円を特別損失に計上したことにより、

当期純損失205,367千円となりました。 

 

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、音楽ＣＤ市況は、アイドル人気の沸騰によるシングルＣ

Ｄ販売が順調に推移するなどプラス要因もありましたが、長期化する消費低迷を背景として

受注単価の低価格化や小ロット多品種化がより鮮明となるなど、依然として市場縮小の傾向

にありました。2011年４月～2012年３月の生産数は196,636千枚（前年同期比3.4％減）、生

産額は207,329百万円（前年同期比4.8％減）と減少しました。（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市況（セル・レンタル用）はアジアの映画・ＴＶドラマに増加傾向がみ

られましたが、主力ジャンルであるアニメーション、洋画、音楽映像などにおいて減少傾向

が顕著でありました。アニメーションや音楽映像においては、ＤＶＤが減少する一方で

Blu-rayが伸張したものの、その伸張もＤＶＤの減少を補うほどではなく、全体としてＣＤ

市況同様、市場縮小傾向が進行しました。2011年４月～2012年３月の生産数は69,606千枚（前

年同期比8.0％減）、生産額は203,217百万円（前年同期比6.7％減）と減少となりました。

（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） 

このような厳しい事業環境の中、当社デジタルコンテンツ事業においては、市場規模に応

じた生産体制に移行しつつ、生産コストに見合う適正価格での受注を確保するため販売単価

の見直し交渉を実施し、サービス向上を図るため納期短縮を目的とした生産工程の見直しを

行いました。 

しかし、受注の小ロット多品種化が顕著となり、コンテンツの配信ダウンロードの普及な

どの影響を受け、ＣＤ売上高は945,309千円、ＤＶＤ売上高は739,635千円、スタンパー等そ

の他売上高は83,066千円となり、デジタルコンテンツ事業全体の売上高は1,768,011千円と

なり営業損失は10,055千円となりました。 
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（E・COOL事業） 

当事業年度においては、新規代理店及び販売取扱店の開拓と商品ラインナップの充実によ

る競争力の強化、商品認知度を高めるための活動として第４回次世代照明技術展「ライティ

ングジャパン」を始めとする展示会への出展やＴＶ出演、新聞・経済誌への掲載などを積極

的に展開いたしました。商品ラインナップの充実においては、大規模商業施設や工場を主要

ターゲットとする110Ｗ形の生産組立てを本社工場で行い販売を開始いたしました。これに

より、直管型ベースライトの基本形３種類（20Ｗ形、40Ｗ形、110Ｗ形）を取り揃え、市場

の多様なニーズに対応が可能となりました。 

一方、受注においては、夏場の電力需給逼迫を背景とする節電意識の高まりと政府・自治

体による省エネ・節電対策への補助金・助成金制度の施策などにより、販売実績を順調に伸

ばしましたが、次世代照明として競合するＬＥＤとの競争激化や秋口以降の電力需給見通し

の安定、景気の先行き不透明感からの企業による設備投資抑制傾向などにより、販売高は前

事業年度実績を上回ったものの、事業実績は計画と大幅に乖離することとなりました。その

結果、売上高は496,368千円となり営業損失23,796千円となりました。 

 

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当事業年度末の流動資産は705,561千円（前年同期比13.2％減）となりました。 

主要な項目として、現金及び預金108,623千円（同43.2％減）、売掛金402,483千円（同21.1％

増）、原材料及び貯蔵品などのたな卸資産が122,070千円（同36.6％減）であります。 

（固定資産） 

当事業年度末の固定資産は1,379,590千円（同10.6％減）となりました。 

主な項目として、本社工場の建物422,964千円（同7.1％減）、機械及び装置225,415千円

（同33.4％減）及び土地656,375千円（同2.5％減）であります。 

この結果、総資産合計は2,085,152千円（同11.5％減）となりました。 

（流動負債） 

当事業年度末の流動負債は1,495,367千円（同3.8％減）となりました。 

主要な項目として、買掛金112,976千円（同23.3％減）、短期借入金1,050,000千円（同12.9％

増）、1年内返済予定の長期借入金83,417千円（同64.4％減）、未払金170,192千円（同2.7％

増）、未払消費税等17,689千円（同148.5％増）、災害損失引当金23,210千円（同31.4％

減）であります。 

（固定負債） 

当事業年度末の固定負債は532,484千円（同1.4％減）となりました。 

主要な項目として、長期借入金522,104千円（同6.3％増）、その他380千円（同98.7％減）

であります。 

この結果、負債合計は、2,027,852千円（同3.2％減）となりました。 

（純資産） 

当事業年度末の純資産は57,299千円（同78.2％減）となりました。 

これは、当期純損失205,367千円を計上したことによるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純損失、

売上債権の増加、仕入債務の減少、災害損失引当金の減少などの支出要因が減価償却費、た

な卸資産の減少などの収入要因を上回り、当事業年度末には108,623千円となりました。 

これは営業活動により64,760千円支出、投資活動により16,739千円支出、財務活動により

1,062千円支出、現金及び現金同等物に係る換算差額30千円獲得したことによります。 
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当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により、支出した資金は64,760千円となりました。 

これは利息の支払額56,504千円、売上債権の増加額61,954千円、たな卸資産の減少額

70,550千円、仕入債務の減少額34,294千円が主なものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により、支出した資金は16,739千円となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により、支出した資金は1,062千円となりました。 

これは主にファイナンス・リース債務の返済による支出によるものであります。 

 

なお、当社グループの財政状態及びキャッシュ・フロー指標の傾向は、次のとおりであります。 

 平成23年３月期 平成24年３月期 

自己資本比率（％） 11.1 2.7

時価ベースの株主資本比率（％） 12.8 12.6

債務償還年数（年） － －

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ (倍) － －

自己資本比率 ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産 

債務償還年数 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベ－スに計算しております。 

２．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

３．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての

負債を対象としています。 

４．平成23年３月期及び平成24年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及

びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フロ

ーがマイナスのため、記載しておりません。 

 

（訂正後） 

１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、甚大な被害をもたらした東日本大震災の影響により大

きく落ち込みましたが、サプライチェーンの正常化により生産活動が回復し、個人消費にも

持ち直しの動きがみられました。しかし、欧州債務問題に伴う国際金融不安の高まりや歴史

的な円高が長期化するなど、依然として先行き不透明な状況が継続しています。 

このような状況のもと、当社はデジタルコンテンツ事業においては、市場規模に応じた生

産体制への移行を図るとともに、販売単価見直しの交渉、納期短縮を目的とした生産工程の

見直し、諸経費削減に取り組みました。 

E・COOL事業においては、新規取扱店の開拓、各種メディア媒体を活用したE・COOLの認知度

アップ活動、商品ラインナップの充実を図るなどの施策を実施いたしました。 

しかし、デジタルコンテンツ業界における市場縮小の傾向は継続し、照明業界においては、

次世代省エネ照明への転換が進みつつありますが、政府・自治体による補助・助成施策の後

押し効果の影響も大きく、自発的な次世代照明への転換とまでには至らない状況にありまし

た。 

その結果、当事業年度の売上高は2,287,008千円(前年同期比5.5％減）、営業損失は73,745
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千円（前年同期は営業損失152,181千円）、経常損失は119,854千円（前年同期は経常損失

234,630千円）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、音楽ＣＤ市況は、アイドル人気の沸騰によるシングルＣ

Ｄ販売が順調に推移するなどプラス要因もありましたが、長期化する消費低迷を背景として

受注単価の低価格化や小ロット多品種化がより鮮明となるなど、依然として市場縮小の傾向

にありました。2011年４月～2012年３月の生産数は196,636千枚（前年同期比3.4％減）、生

産額は207,329百万円（前年同期比4.8％減）と減少しました。（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市況（セル・レンタル用）はアジアの映画・ＴＶドラマに増加傾向がみ

られましたが、主力ジャンルであるアニメーション、洋画、音楽映像などにおいて減少傾向

が顕著でありました。アニメーションや音楽映像においては、ＤＶＤが減少する一方で

Blu-rayが伸張したものの、その伸張もＤＶＤの減少を補うほどではなく、全体としてＣＤ

市況同様、市場縮小傾向が進行しました。2011年４月～2012年３月の生産数は69,606千枚（前

年同期比8.0％減）、生産額は203,217百万円（前年同期比6.7％減）と減少となりました。

（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） 

このような厳しい事業環境の中、当社デジタルコンテンツ事業においては、市場規模に応

じた生産体制に移行しつつ、生産コストに見合う適正価格での受注を確保するため販売単価

の見直し交渉を実施し、サービス向上を図るため納期短縮を目的とした生産工程の見直しを

行いました。 

しかし、受注の小ロット多品種化が顕著となり、コンテンツの配信ダウンロードの普及な

どの影響を受け、ＣＤ売上高は945,309千円、ＤＶＤ売上高は739,635千円、スタンパー等そ

の他売上高は83,066千円となり、デジタルコンテンツ事業全体の売上高は1,768,011千円と

なり営業利益は7,342千円となりました。 

（E・COOL事業） 

当事業年度においては、新規代理店及び販売取扱店の開拓と商品ラインナップの充実によ

る競争力の強化、商品認知度を高めるための活動として第４回次世代照明技術展「ライティ

ングジャパン」を始めとする展示会への出展やＴＶ出演、新聞・経済誌への掲載などを積極

的に展開いたしました。商品ラインナップの充実においては、大規模商業施設や工場を主要

ターゲットとする110Ｗ形の生産組立てを本社工場で行い販売を開始いたしました。これに

より、直管型ベースライトの基本形３種類（20Ｗ形、40Ｗ形、110Ｗ形）を取り揃え、市場

の多様なニーズに対応が可能となりました。 

一方、受注においては、夏場の電力需給逼迫を背景とする節電意識の高まりと政府・自治

体による省エネ・節電対策への補助金・助成金制度の施策などにより、販売実績を順調に伸

ばしましたが、次世代照明として競合するＬＥＤとの競争激化や秋口以降の電力需給見通し

の安定、景気の先行き不透明感からの企業による設備投資抑制傾向などにより、販売高は前

事業年度実績を上回ったものの、事業実績は計画と大幅に乖離することとなりました。その

結果、売上高は496,368千円となり営業損失23,796千円となりました。 
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当事業年度末の流動資産は705,490千円（前年同期比13.2％減）となりました。 

主要な項目として、現金及び預金108,623千円（同43.2％減）、売掛金402,483千円（同21.1％

増）、原材料及び貯蔵品などのたな卸資産が122,070千円（同36.6％減）であります。 

（固定資産） 

当事業年度末の固定資産は1,374,219千円（同4.8％減）となりました。 

主な項目として、本社工場の建物379,663千円（同4.4％減）、機械及び装置254,751千円

（同16.7％減）及び土地673,412千円（同増減なし）であります。 

この結果、総資産合計は2,080,710千円（同7.8％減）となりました。 

（流動負債） 

当事業年度末の流動負債は1,495,367千円（同3.8％減）となりました。 

主要な項目として、買掛金112,976千円（同23.3％減）、短期借入金1,050,000千円（同12.9％

増）、1年内返済予定の長期借入金83,417千円（同64.4％減）、未払金170,192千円（同2.7％

増）、未払消費税等17,689千円（同148.5％増）、災害損失引当金23,210千円（同31.4％減）

であります。 

（固定負債） 

当事業年度末の固定負債は532,484千円（同1.4％減）となりました。 

主要な項目として、長期借入金522,104千円（同6.3％増）、その他380千円（同98.7％減）

であります。 

この結果、負債合計は、2,027,852千円（同3.2％減）となりました。 

（純資産） 

当事業年度末の純資産は52,857千円（同67.6％減）となりました。 

これは、当期純損失110,253千円を計上したことによるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純損失、

売上債権の増加、仕入債務の減少、災害損失引当金の減少などの支出要因が減価償却費、たな

卸資産の減少などの収入要因を上回り、当事業年度末には108,623千円となりました。 

これは営業活動により64,760千円支出、投資活動により16,739千円支出、財務活動により

1,062千円支出、現金及び現金同等物に係る換算差額30千円獲得したことによります。 

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により、支出した資金は64,760千円となりました。 

これは利息の支払額56,504千円、売上債権の増加額61,954千円、たな卸資産の減少額70,550

千円、仕入債務の減少額34,294千円が主なものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により、支出した資金は16,739千円となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により、支出した資金は1,062千円となりました。 

これは主にファイナンス・リース債務の返済による支出によるものであります。 
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なお、当社グループの財政状態及びキャッシュ・フロー指標の傾向は、次のとおりであります。 

 平成23年３月期 平成24年３月期 

自己資本比率（％） 10.9 2.4

時価ベースの株主資本比率（％） 12.8 19.3

債務償還年数（年） － －

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ (倍) － －

自己資本比率 ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産 

債務償還年数 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベ－スに計算しております。 

２．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

３．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての

負債を対象としています。 

４．平成23年３月期及び平成24年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及

びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フロ

ーがマイナスのため、記載しておりません。 
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（訂正前） 

４．財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 24 年３月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 191,156 108,623

  受取手形 12,494 6,488

  売掛金 332,436 402,483

  商品及び製品 73,856 30,439

  仕掛品 38,125 22,156

  原材料及び貯蔵品 80,638 69,474

  前渡金 69,582 65,433

  前払費用 18,188 15,285

  その他 8,124 3,998

  貸倒引当金 △12,048 △18,821

  流動資産合計 812,555 705,561

 固定資産 

  有形固定資産 

  建物及び構築物 1,862,789 1,868,514

    減価償却累計額 △1,407,562 △1,445,546

    建物(純額) 455,227 422,964

  構築物 116,179 116,179

    減価償却累計額 △100,788 △102,235

    構築物(純額) 15,390 13,944

  機械及び装置 3,674,157 3,618,935

    減価償却累計額 △3,335,699 △3,393,520

    機械装置(純額) 338,457 225,415

  車両運搬具 11,977 11,977

    減価償却累計額 △11,378 △11,378

    車両運搬具(純額) 598 598

  工具、器具及び備品 151,065 153,511

    減価償却累計額 △140,995 △143,324

    工具、器具及び備品(純額) 10,070 10,187

  土地 673,008 656,375

  リース資産 5,210 5,210

    減価償却累計額 △2,778 △3,820

    リース資産(純額) 2,431 1,389

  建設仮勘定 1,300 1,300

  有形固定資産合計 1,496,484 1,332,175

 

 

 

 



 

-11- 

 

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 24 年３月 31 日） 

  無形固定資産 

  ソフトウエア 1,050 673

  その他 2,504 2,504

  無形固定資産合計 3,555 3,178

  投資その他の資産 

  長期貸付金 － 168,499

  関係会社長期貸付金 166,265 －

  破産更生債権等 59,756 57,669

  長期前払費用 5,200 4,194

  前払年金費用 19,677 27,058

  その他 16,736 12,756

  貸倒引当金 △223,661 △225,935

  投資その他資産合計 43,975 44,237

  固定資産合計 1,544,014 1,379,590

 資産合計 2,356,570 2,085,152
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 24 年３月 31 日） 

負債の部 

 流動資産 

  買掛金 147,271 112,976

  短期借入金 930,000 1,050,000

  １年内返済予定の長期借入金 234,570 83,417

  リース債務 1,062 1,095

  未払金 165,740 170,192

  未払費用 18,493 22,801

  未払法人税等 4,589 7,030

  未払消費税等 7,119 17,689

  前受金 6,261 2,144

  預り金 3,321 1,810

  災害損失引当金 33,818 23,210

  その他 1,730 3,000

  流動負債合計 1,553,979 1,495,367

 固定資産 

  長期借入金 490,951 522,104

  リース債務 1,468 372

  繰延税金負債 7,995 9,627

  子会社支援引当金 9,128 －

  その他 30,380 380

  固定負債合計 539,922 532,484

 負債合計 2,093,902 2,027,852

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 984,508 984,508

  資本余剰金 

   資本準備金 584,048 584,048

   資本剰余金合計 584,048 584,048

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 △1,307,799 △1,513,167

   利益剰余金合計 △1,307,799 △1,513,167

  自己株式 △44 △44

  株主資本合計 260,712 55,344

 新株予約権 1,955 1,955

 純資産合計 262,667 57,299

負債純資産合計 2,356,570 2,085,152
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（２）損益計算書 

（単位：千円） 

 

前事業年度 
（自 平成 22 年４月１日 

  至 平成 23 年３月 31 日）

当事業年度 
（自 平成 23 年４月１日 

   至 平成 24 年３月 31 日） 

売上高 2,420,164 2,287,008

売上原価 

 製品期首たな卸高 11,350 73,856

 当期商品仕入高 5,171 4,731

 当期製品仕入高 463,268 388,171

 当期製品製造原価 1,735,163 1,558,179

 合計 2,214,954 2,024,938

 他勘定振替高 3,625 －

 製品期末たな卸高 73,856 30,439

 製品売上原価 2,137,471 1,994,499

売上総利益 282,692 292,508

販売費及び一般管理費 

 販売促進費 12,347 4,338

 荷造運賃 43,572 38,194

 貸倒引当金繰入額 － 7,653

 役員報酬 57,448 38,826

 給料 116,171 109,917

 福利厚生費 24,730 23,865

 退職給付費用 14,312 7,448

 賃借料 26,698 23,9068

 減価償却費 1,572 554

 顧問料 44,935 38,504

 旅費及び交通費 32,163 22,290

 その他 85,355 68,151

 販売費及び一般管理費合計 459,307 383,651

営業損失(△) △176,615 △91,143

営業外収益 

 受取利息 15 18

 共同制作事業収益金 16,963 4,488

 助成金収入 8,394 6,918

 たな卸資産売却益 20,615 －

 その他 4,764 8,403

 営業外収益合計 50,753 19,829

営業外費用 

 支払利息 52,341 56,728

 共同制作事業費用 71,864 －

 支払手数料 8,128 5,541

 その他 7,175 3,667

 営業外費用合計 139,511 65,938

経常損失(△) △265,373 △137,252
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（単位：千円） 

 

前事業年度 
（自 平成 22 年４月１日 

  至 平成 23 年３月 31 日）

当事業年度 
（自 平成 23 年４月１日 

   至 平成 24 年３月 31 日） 

特別利益 

 子会社支援引当金戻入額 2,599 9,128

 賞与引当金戻入額 4,940 －

 貸倒引当金戻入額 1,746 －

 受取保険金 － 7,584

 特別利益合計 9,285 16,712

特別損失 

 固定資産除却損 25,906 －

 貸倒引当金繰入額        34,313        2,234

 災害による損失 18,626 －

 災害損失引当金繰入額 33,818 －

 割増退職金 7,628 －

 減損損失 － 77,717

 特別損失合計 120,293 79,951

税引前当期純利益(△) △376,381 △200,491

法人税、住民税及び事業税 3,243 3,243

法人税調整額 △6,396 1,632

法人税等合計 △3,153 4,876

当期純損失(△) △373,227 △205,367
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（自 平成 22 年４月１日 
  至 平成 23 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 23 年４月１日 

   至 平成 24 年３月 31 日） 

株主資本 
 資本金 
  前期末残高 984,508 984,508
  当期変動額 
   新株の発行 － －

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 984,508 984,508

 資本剰余金 
  資本準備金 
  前期末残高 584,048 584,048
  当期変動額 
  新株の発行 － －

  当期変動額合計 － －

  当期末残高 584,048 584,048

  資本剰余金合計 
  前期末残高 584,048 584,048
  当期変動額 
  新株の発行 － －

  当期変動額合計 － －

  当期末残高 584,048 584,048

 利益剰余金 
  その他利益剰余金 
  繰越利益剰余金 
  前期末残高 △934,571 △1,307,799
  当期変動額 
  当期純損失(△) △373,227 △205,367

  当期変動額合計 △373,227 △205,367

 当期末残高 △1,307,799 △1,513,167

  利益剰余金合計 

  前期末残高 △934,571 △1,307,799

  当期変動額 

  当期純損失(△) △373,227 △205,367

  当期変動額合計 △373,227 △205,367

  当期末残高 △1,307,799 △1,513,167
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（自 平成 21 年４月１日 
  至 平成 22 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 22 年４月１日 

   至 平成 23 年３月 31 日） 

 自己株式 

  前期末残高 △20 △44

  当期変動額 

  自己株式の取得 △23 －

  当期変動額合計 △23 －

  当期末残高 △44 △44

 株主資本合計 

  前期末残高 633,964 260,712

  当期変動額 

  自己株式の取得 △23 －

   当期純損失(△) △373,227 △205,367

  当期変動額合計 △373,251 △205,367

  当期末残高 260,712 55,344

純資産合計  

 前期末残高  1,955 1,955

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の 

当期変動額(純額) － －

 当期変動額合計  － －

 当期末残高  1,955 1,955

純資産合計  

 前期末残高  635,919 262,667

 当期変動額  

  自己株式の取得 △23 －

  当期純損失(△) △373,227 △205,367

  株主資本以外の項目の変動 

額(純額) － －

 当期変動額合計  △373,251 △205,367

 当期末残高  262,667 57,299
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（４）キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

  
当事業年度 

（自 平成 23 年４月１日 
  至 平成 24年３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(△) △200,491

 減価償却費 101,002

 減損損失 77,717

 貸倒引当金の増減額(△は減少） 9,046

 災害損失引当金の増減額(△は減少） △10,608

 子会社支援引当金の増減額(△は減少） △9,128

 受取利息及び受取配当金 △18

 支払利息 56,728

 保険受取金 △7,584

 売上債権の増減額(△は増加) △61,954

 たな卸資産の増減額(△は増加) 70,550

 前渡金の増減額(△は増加) 4,149

 仕入債務の増減額(△は減少) △34,294

 その他 △9,480

 小計 14,365

 利息及び配当金の受取額 14

 利息の支払額 △56,504

 保険金の受取額 7,584

 法人税等の支払額 △1,490

 営業活動によるキャッシュ・フロー △64,760

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 △14,505

 貸付けによる支出 △2,234

 投資活動によるキャッシュ・フロー △16,739

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 120,000

 長期借入金の返済による支出 △120,000

 ファイナンス・リース債務返済による 

支出 
△1,062

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,062

現金及び現金同等物に係る換算差額 30

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 82,532

現金及び現金同等物の期首残高 191,156

現金及び現金同等物の四半期残高 108,623
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(セグメント情報等) 
ａ．セグメント情報 

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 
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、デジタルコンテンツ事業部と環境エネルギー事業部で構成されており、環境エ

ネルギー事業部は主力事業であるE・COOL事業及びその他の事業を展開しております。従
って、当社は、「デジタルコンテンツ事業」と環境エネルギー事業部の主力事業として位
置付けている「E・COOL事業」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。 

 
２．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の算定方

法報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載
と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益又は損失は、営業損失ベースの数値であります。 
 
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 

(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 

売上高   

(1)外部顧客に対する 
   売上高 

1,768,011 496,368 2,264,380 22,627 2,287,008 － 2,287,008

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 1,768,011 496,368 2,264,380 22,627 2,287,008 － 2,287,008

セグメント利益又は 
セグメント損失(△) 

△10,055 △23,796 △33,851 2,138 △31,713 △59,430 △91,143

セグメント資産 1,740,845 273,534 2,014,379 12,469 2,026,849 58,302 2,085,152

セグメント負債 1,810,129 208,230 2,018,359 9,492 2,027,852 － 2,027,852

その他の項目   

減価償却費 99,474 1,461 100,935 66 101,002 － 101,002

減損損失 77,717 － 77,717 － － 77,717 77,717

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

4,795 9,238 14,033 － 14,033 － 14,033

（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．セグメント利益の調整額△59,430千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、 
主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント損失(△)は、財務諸表の営業損失と調整を行っております。 
４．セグメント資産の調整額58,302千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、

主に報告セグメントに帰属しない本社の現金預金であります。 
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ｂ．関連情報 

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報として同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して

おります。 

(2）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を

超えるため、記載を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、損益計算書の売上高の10％

以上を占めるものがないため、記載を省略しております。 

 

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

当事業年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

（単位：千円） 

 デジタルコンテ
ンツ事業 

Ｅ・ＣＯＯＬ事業 その他事業 全社・消去 合計 

減損損失 77,171 － － － －

 

減損損失の内訳は、機械装置61,084千円、土地16,633千円であります。 

 

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 
前事業年度 

（自 平成 21 年４月１日 
  至 平成 22 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 22 年４月１日 

   至 平成 23 年３月 31 日） 
１株当たり純資産額 12.87円 １株当たり純資産額 2.73円 

１株当たり当期純損失金額 18.43円 １株当たり当期純損失金額 10.14円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当
期純損失であるため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当
期純損失であるため記載しておりません 

（注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 前事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 24 年３月 31 日） 

純資産の部の合計額（千円） 262,667, 57,299

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円） 

1,955 1,955

（うち新株予約権） （1,955） （1,955）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 260,667 55,344

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末の普通株式の数（株） 

20,254,255 20,254,255

（注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 前事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 24 年３月 31 日） 

当期純損失（△）（千円） △373,227 △205,367

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失(△)（千円） △373,227 △205,367

普通株式の期中平均株式数（株） 20,254,604 20,254,255

希簿化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

平成22年３月１日開催の取締

役会による第２回新株予約権

（株式の数 6,500 千株 

平成22年３月１日開催の取締

役会による第２回新株予約権

（株式の数 6,500 千株） 
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（訂正後） 

４．財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 24 年３月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 191,156 108,623

  受取手形 12,494 6,488

  売掛金 332,436 402,483

  商品及び製品 73,856 30,439

  仕掛品 38,125 22,156

  原材料及び貯蔵品 80,638 69,474

  前渡金 69,582 65,433

  前払費用 18,188 15,285

  その他 8,124 3,998

  貸倒引当金 △12,048 △18,821

  流動資産合計 812,555 705,561

 固定資産 

  有形固定資産 

  建物及び構築物 1,767,799 1,773,524

    減価償却累計額 △1,370,776 △1,393,860

    建物(純額) 397,022 379,663

  構築物 111,740 111,740

    減価償却累計額 △99,940 △101,094

    構築物(純額) 11,800 10,646

  機械及び装置 3,626,952 3,632,814

    減価償却累計額 △3,321,021 △3,378,062

    機械装置(純額) 305,930 254,751

  車両運搬具 11,826 11,826

    減価償却累計額 △11,378 △11,378

    車両運搬具(純額) 447 447

  工具、器具及び備品 146,594 149,040

    減価償却累計額 △138,302 △140,415

    工具、器具及び備品(純額) 8,291 8,624

  土地 673,412 673,412

  リース資産 3,992 3,992

    減価償却累計額 △2,180 △2,956

    リース資産(純額) 1,811 1,035

  建設仮勘定 968 968

  有形固定資産合計 1,399,684 1,329,549
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 24 年３月 31 日） 

  無形固定資産 

  ソフトウエア 1,005 673

  その他 1,865 2,504

  無形固定資産合計 2,871 2,514

  投資その他の資産 

  長期貸付金 － 168,499

  関係会社長期貸付金 166,265 －

  破産更生債権等 59,756 57,669

  長期前払費用 5,200 4,194

  前払年金費用 19,677 27,058

  その他 14,892 11,675

  貸倒引当金 △223,661 △225,935

  投資その他資産合計 42,131 43,156

  固定資産合計 1,444,687 1,375,219

 資産合計 2,257,242 2,080,710
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 24 年３月 31 日） 

負債の部 

 流動資産 

  買掛金 147,271 112,976

  短期借入金 930,000 1,050,000

  １年内返済予定の長期借入金 234,570 83,417

  リース債務 1,062 1,095

  未払金 165,740 170,192

  未払費用 18,493 22,801

  未払法人税等 4,589 7,030

  未払消費税等 7,119 17,689

  前受金 6,261 2,144

  預り金 3,321 1,810

  災害損失引当金 33,818 23,210

  その他 1,958 3,000

  流動負債合計 1,554,208 1,495,367

 固定資産 

  長期借入金 490,951 522,104

  リース債務 1,468 372

  繰延税金負債 7,995 9,627

  子会社支援引当金 9,128 －

  その他 30,380 380

  固定負債合計 539,922 532,484

 負債合計 2,094,131 2,027,852

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 984,508 984,508

  資本余剰金 

   資本準備金 584,048 584,048

   資本剰余金合計 584,048 584,048

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 △1,407,355 △1,517,609

   利益剰余金合計 △1,407,355 △1,517,609

  自己株式 △44 △44

  株主資本合計 161,156 50,902

 新株予約権 1,955 1,955

 純資産合計 163,111 52,857

負債純資産合計 2,257,242 2,080,710
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（２）損益計算書 

（単位：千円） 

 

前事業年度 
（自 平成 22 年４月１日 

  至 平成 23 年３月 31 日）

当事業年度 
（自 平成 23 年４月１日 

   至 平成 24 年３月 31 日） 

売上高 2,420,164 2,287,008

売上原価 

 製品期首たな卸高 11,350 73,856

 当期商品仕入高 5,171 4,731

 当期製品仕入高 463,268 388,171

 当期製品製造原価 1,711,102 1,558,179

 合計 2,190,892 2,024,938

 他勘定振替高 3,625 －

 製品期末たな卸高 73,856 30,439

 製品売上原価 2,113,410 1,994,499

売上総利益 306,753 292,508

販売費及び一般管理費 

 販売促進費 12,347 4,338

 荷造運賃 43,572 38,194

 貸倒引当金繰入額 － 7,653

 役員報酬 57,448 38,826

 給料 116,171 109,917

 福利厚生費 24,730 23,865

 退職給付費用 14,312 7,448

 賃借料 26,698 23,9068

 減価償却費 1,220 554

 顧問料 44,935 38,504

 旅費及び交通費 32,163 22,290

 その他 85,335 68,151

 販売費及び一般管理費合計 458,935 383,651

営業損失(△) △152,181 △91,143

営業外収益 

 受取利息 15 18

 共同制作事業収益金 16,963 4,488

 助成金収入 8,394 6,918

 たな卸資産売却益 20,615 －

 その他 4,764 8,403

 営業外収益合計 50,753 19,829

営業外費用 

 支払利息 52,341 56,728

 共同制作事業費用 65,555 －

 支払手数料 8,128 5,541

 その他 7,175 3,667

 営業外費用合計 133,201 65,938

経常損失(△) △234,630 △119,854
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（単位：千円） 

 

前事業年度 
（自 平成 22 年４月１日 

  至 平成 23 年３月 31 日）

当事業年度 
（自 平成 23 年４月１日 

   至 平成 24 年３月 31 日） 

特別利益 

 子会社支援引当金戻入額 2,599 9,128

 賞与引当金戻入額 4,940 －

 貸倒引当金戻入額 1,746 －

 受取保険金 － 7,584

 特別利益合計 9,285 16,712

特別損失 

 固定資産除却損 19,443 －

 貸倒引当金繰入額        34,313        2,234

 資産除却債務会計基準の適用に伴
う影響額 1,864 －

 災害による損失 18,626 －

 災害損失引当金繰入額 33,818 －

 割増退職金 7,628 －

 特別損失合計 115,695 2,234

税引前当期純利益(△) △341,039 △105,376

法人税、住民税及び事業税 3,243 3,243

法人税調整額 △6,396 1,632

法人税等合計 △3,153 4,876

当期純損失(△) △337,886 △110,253
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（自 平成 22 年４月１日 
  至 平成 23 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 23 年４月１日 

   至 平成 24 年３月 31 日） 

株主資本 
 資本金 
  前期末残高 984,508 984,508
  当期変動額 
   新株の発行 － －

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 984,508 984,508

 資本剰余金 
  資本準備金 
  前期末残高 584,048 584,048
  当期変動額 
  新株の発行 － －

  当期変動額合計 － －

  当期末残高 584,048 584,048

  資本剰余金合計 
  前期末残高 584,048 584,048
  当期変動額 
  新株の発行 － －

  当期変動額合計 － －

  当期末残高 584,048 584,048

 利益剰余金 
  その他利益剰余金 
  繰越利益剰余金 
  前期末残高 △1,069,469 △1,407,355
  当期変動額 
  当期純損失(△) △337,886 △110,253

  当期変動額合計 △337,886 △110,253

 当期末残高 △1,407,355 △1,517,609

  利益剰余金合計 

  前期末残高 △1,069,469 △1,407,355

  当期変動額 

  当期純損失(△) △337,886 △110,253

  当期変動額合計 △337,886 △110,253

  当期末残高 △1,407,355 △1,517,609
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（自 平成 21 年４月１日 
  至 平成 22 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 22 年４月１日 

   至 平成 23 年３月 31 日） 

 自己株式 

  前期末残高 △20 △44

  当期変動額 

  自己株式の取得 △23 －

  当期変動額合計 △23 －

  当期末残高 △44 △44

 株主資本合計 

  前期末残高 499,066 161,156

  当期変動額 

  自己株式の取得 △23 －

   当期純損失(△) △337,886 △110,253

  当期変動額合計 △337,886 △110,253

  当期末残高 161,156 50,902

純資産合計  

 前期末残高  1,955 1,955

 当期変動額  

 当期変動額合計  － －

 当期末残高  1,955 1,955

純資産合計  

 前期末残高  499,066 161,156

 当期変動額  

  自己株式の取得 △23 －

  当期純損失(△) △337,886 △110,253

 当期変動額合計  △337,910 △110,253

 当期末残高  161,156 50,902
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（４）キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

  
当事業年度 

（自 平成 23 年４月１日 
  至 平成 24年３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(△) △105,376

 減価償却費 84,526

 貸倒引当金の増減額(△は減少） 9,046

 災害損失引当金の増減額(△は減少） △10,608

 子会社支援引当金の増減額(△は減少） △9,128

 受取利息及び受取配当金 △18

 支払利息 56,728

 保険受取金 △7,584

 売上債権の増減額(△は増加) △61,954

 たな卸資産の増減額(△は増加) 70,550

 前渡金の増減額(△は増加) 4,149

 仕入債務の増減額(△は減少) △34,294

 その他 △10,401

 小計 14,365

 利息及び配当金の受取額 14

 利息の支払額 △56,504

 保険金の受取額 7,584

 法人税等の支払額 △1,490

 営業活動によるキャッシュ・フロー △64,760

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 △14,505

 貸付けによる支出 △2,234

 投資活動によるキャッシュ・フロー △16,739

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 120,000

 長期借入金の返済による支出 △120,000

 ファイナンス・リース債務返済による 

支出 
△1,062

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,062

現金及び現金同等物に係る換算差額 30

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 82,532

現金及び現金同等物の期首残高 191,156

現金及び現金同等物の四半期残高 108,623
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(セグメント情報等) 
ａ．セグメント情報 

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 
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、デジタルコンテンツ事業部と環境エネルギー事業部で構成されており、環境エ

ネルギー事業部は主力事業であるE・COOL事業及びその他の事業を展開しております。従
って、当社は、「デジタルコンテンツ事業」と環境エネルギー事業部の主力事業として位
置付けている「E・COOL事業」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。 

 
２．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の算定方

法報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載
と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益又は損失は、営業損失ベースの数値であります。 
 
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 

(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 

売上高   

(1)外部顧客に対する 
   売上高 

1,768,011 496,368 2,264,380 22,627 2,287,008 － 2,287,008

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 1,768,011 496,368 2,264,380 22,627 2,287,008 － 2,287,008

セグメント利益又は 
セグメント損失(△) 

△7,342 △23,796 △16,453 2,138 △14,315 △59,430 △91,143

セグメント資産 1,738,162 271,852 2,010,014 12,392 2,022,407 58,302 2,080,710

セグメント負債 1,810,129 208,230 2,018,359 9,492 2,027,852 － 2,027,852

その他の項目   

減価償却費 99,474 1,461 81,459 66 84,526 － 84,526

減損損失 － － － － － － －

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

4,795 9,238 14,033 － 14,033 － 14,033

（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．セグメント利益の調整額△59,430千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、 
主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント損失(△)は、財務諸表の営業損失と調整を行っております。 
４．セグメント資産の調整額58,302千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、

主に報告セグメントに帰属しない本社の現金預金であります。 
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ｂ．関連情報 

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報として同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して

おります。 

(2）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を

超えるため、記載を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、損益計算書の売上高の10％

以上を占めるものがないため、記載を省略しております。 

 

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

当事業年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 
前事業年度 

（自 平成 21 年４月１日 
  至 平成 22 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 22 年４月１日 

   至 平成 23 年３月 31 日） 
１株当たり純資産額 7.96円 １株当たり純資産額 2.51円 

１株当たり当期純損失金額 16.68円 １株当たり当期純損失金額 5.44円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当
期純損失であるため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当
期純損失であるため記載しておりません 

（注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 前事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 24 年３月 31 日） 

純資産の部の合計額（千円） 163,111, 52,857

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円） 

1,955 1,955

（うち新株予約権） （1,955） （1,955）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 161,1567 50,902

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末の普通株式の数（株） 

20,254,255 20,254,255

（注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 前事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 24 年３月 31 日） 

当期純損失（△）（千円） △337,886 △110,253

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失(△)（千円） △337,886 △110,253

普通株式の期中平均株式数（株） 20,254,604 20,254,255

希簿化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

平成22年３月１日開催の取締

役会による第２回新株予約権

（株式の数 6,500 千株 

平成22年３月１日開催の取締

役会による第２回新株予約権

（株式の数 6,500 千株） 

 
以 上 


