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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５月18日に開示いたしました「平成21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 21 年 3 月期の連結業績（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3 月 31 日） 
(1) 連結経営成績                            （％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   ％

21 年 3 月期 3,113   － △131   － △205   － △927   －
20 年 3 月期 －   － －   － －   － －   －

 

 
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 ％ ％ ％

21 年 3 月期 △53.20  －  －  － △7.13  △4.24  
20 年 3 月期 － －   －  －  －   －    － 

(参考)持分法投資損益   21 年 3 月期   －百万円  20 年 3 月期  －百万円 
 
(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 2,882 703 24.4  38.38 
20 年 3 月期 － － －  － 

（参考）自己資本      21 年 3月期 703 百万円  20 年 3 月期  －百万円 
 
 
（参考） 個別業績の概要 
１．平成 21 年 3 月期の個別業績（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3 月 31 日） 
 (1) 個別経営成績                           （％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   ％

21 年 3 月期 3,099  △0.8 △88   － △162  －  △921   － 
20 年 3 月期 3,122  △6.4  △46   － △110    －  △76   － 

 

 
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

 円    銭 円    銭

21 年 3 月期 △52.88  －  －  
20 年 3 月期 △5.09   －  －  

 
(2) 個別財政状態 

 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 2,869 710 24.8  38.78 
20 年 3 月期 3,868 1,482 38.3  102.12 

（参考）自己資本      21 年 3月期 710 百万円  20 年 3 月期  1,482 百万円 
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（訂正後） 
（百万円未満切捨て）  

１．平成 21 年 3 月期の連結業績（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3 月 31 日） 
(1) 連結経営成績                            （％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   ％

21 年 3 月期 3,113   － △116   － △186    － △1,103    －
20 年 3 月期 －   － －   － －   － －   －

 

 
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 ％ ％ ％

21 年 3 月期 △63.36  －  －  － △6.8  △3.7  
20 年 3 月期 － －   －  －  －   －    － 

(参考)持分法投資損益   21 年 3 月期   －百万円  20 年 3 月期  －百万円 
 
(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 2,717 526 19.4  28.72 
20 年 3 月期 － － －  － 

（参考）自己資本      21 年 3月期 526 百万円  20 年 3 月期  －百万円 
 
 
（参考） 個別業績の概要 
１．平成 21 年 3 月期の個別業績（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3 月 31 日） 
 (1) 個別経営成績                             （％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   ％

21 年 3 月期 3,099  △0.8 △72   － △144  －  △1,098   － 
20 年 3 月期 3,122  △6.4  △46   － △110    －  △76   － 

 

 
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

 円    銭 円    銭

21 年 3 月期 △63.04  －  －  
20 年 3 月期 △5.09   －  －  

 
(2) 個別財政状態 

 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 2,704 533 19.7  29.12 
20 年 3 月期 3,868 1,482 38.3  102.12 

（参考）自己資本      21 年 3月期 533 百万円  20 年 3 月期  1,482 百万円 
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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 

当連結会計年度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、当社グループは経営合理化計画による生産効率化の原価低減や販売価

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、当連結会計年度の売上高は 3,113,404 千円、営業損失は 131,853 千円、経常損失は

205,432 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、税金等調整前当期純

損失は 854,439 千円となり、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、当期期純損失は 927,041 千円となりました。 

当該状況から、当社は、当連結会計年度末において２期連続の営業赤字、経常赤字になった

ことによりシンジケート・ローン契約の財務制限条項に抵触し、さらに純資産維持条項にも抵

触いたしました。当社は、当該状況を解消すべく貸付人である全ての取引金融機関に対し経営

基盤の再構築のための経営合理化計画を提出し、契約変更の協議を行った結果、平成 21 年４

月 17 日付でシンジケート・ローン契約の変更契約を締結いたしました。これにより当連結会

計年度において、期限の利益に係る請求を受ける可能性を解消し、取引金融機関から従来通り

の融資を受けております。 

当社は、経営合理化計画を実施した結果、第４四半期連結会計期間において一定の利益を確

保し、また、当連結会計年度の営業キャッシュ・フローも 157,041 千円の収入となりました。 

しかしながら、２期連続の営業損失であり、当連結会計年度においては多額な当期純損失を

計上するに至ったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して

います。 

当社は、当該状況を解消すべく、経営合理化計画を策定しており、それは利益の黒字化を目

標として、販売価格の適正化（売上原価に見合う価格転嫁）、製造コストの削減などの内容に

なっておりますが、シンジケート・ローン契約の財務制限条項は、来期以降の単年度に係る営

業利益、経常利益、当期純利益の全てにおいて利益を確保することとなっております。当社は

経営合理化計画を進めておりますが、当社が関連するＣＤ市場の緩やかな減少傾向や固定資産

の減損損失の発生、主原材料の市況変動による影響など、当社における事業等のリスクを考慮

した場合、この財務制限条項に抵触する可能性があり、現時点では継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められます。 

なお、当社グループは、当第２四半期連結会計期間から当社及び連結子会社２社で構成され

ており、主な事業として、デジタルコンテンツ事業（従来のＣＤ・ＤＶＤ等の製造販売）と環

境エネルギー事業を展開しております。（詳細は、10 ページ「２．企業の集団の状況」をご

参照下さい。） 

 

事業の種類別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市場における音楽ＣＤの 2008 年４月～2009 年３月

の生産金額は、邦楽を中心とした高額アルバムのヒット作品が増加したものの、携帯電話やイ

ンターネットの音楽配信サービス利用増加等の影響により281,234百万円（前年同期比11.4％

減）と前年同期実績を下回りました。（社団法人日本レコード協会統計資料「オーディオレコ



 

-5- 

 

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 2008 年４ 月～2009 

年３月の売上金額は、主力ジャンルである洋画、海外ＴＶドラマの減少により、267,630 百万

円（前年同期比 15.4％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、デジタルコンテンツ事業の売上高は 3,088,320 千円と前年実績を

僅かに下回りました。 

デジタルコンテンツ事業のうち、ＣＤの販売金額は 1,760,187 千円と前年実績に対し僅かに

上回りました。これは、ＣＤ-ＤＡ（オーディオＣＤ）において、音楽ＣＤを始め語学・生涯

教育向け等の教材関連ＣＤの販売が好調に推移しことによるものです。また、ＤＶＤの販売金

額は 1,262,646 千円とこちらも前年実績を上回りました。これは、生産ライン（現在５ライン）

の増強を図りながら、ＴＶアニメ共同製作事業への参画等により、特に成長性の高いアニメ・

趣味・教養・バラエティーのジャンルに特化した営業活動を継続的に実施しております。 

一方、利益面においては、石油製品が大半を占める主原材料の高止まり、特にプラスチック

ケースを中心とした包装資材を始めエネルギー費の高騰に伴う生産コストの上昇に対し、下期

から品質・納期面において顧客満足度を重視した営業戦略により安定的な受注量の確保を目指

し、引続き原材料等の値上がりに伴うコスト上昇に見合った販売価格の適正化を推進するとと

もに、製造部門においてさらなるコスト低減策を実施いたしました。主として、プラスチック

ケースを中心とした包装資材の調達、インフラ・ユーティリティの保守・金型保守修繕費等の

製造経費の低減のほか、生産状況に応じた各生産工程での勤務体制見直し等を含む生産効率の

向上を実施した結果、第４四半期連結会計期間において一定の利益を確保することができまし

た。これにより営業利益は、19,623 千円となりました。 

  

〈環境エネルギー事業〉 

鉛蓄電池市場において、主原材料の鉛価格は前年から下落しておりますが、世界的な金融市

場の混乱を背景に、自動車メーカーの減産、自動車ユーザーの消費後退により鉛蓄電池の販売

数量は減少しております。 

このような状況の中、環境エネルギー事業（鉛蓄電池）の売上高は25,084 千円となり、の

れん償却額10,879 千円を計上し、営業損失は94,503 千円となりました。 

海外部門においては、経済状況の急激な変化により中近東向けの製品の安定的な顧客を確保

できなかったことから、海外での売上高は14,030 千円となりました。一方、国内部門におい

ては、当社ブランドである長寿命節鉛バッテリー「OPTROM BATTERY by Dr.KOZAWA」を昨年11 月

より立上げました。当初、大型量販店をターゲットとした営業活動による売上を多く見込んで

おりましたが、当社の規格サイズ等に一部ミスマッチがあり、目標を大きく乖離した結果とな

り、国内での売上高は11,054 千円となりました。 

これらにより、環境エネルギー事業の当初計画と実績が大きく乖離し、当社グループの事業

計画に大きく影響を及ぼす結果となりました。今後は、経営合理化計画により国内販売の不採

算拠点を整理し、売上高に見合う販売費等の固定費削減を実施します。また、海外販売におい

ても、売上高に見合う組織とし、海外OEM 工場での製品に対する品質向上活動を実施すること

により、新たな海外顧客の獲得を目指します。 

 

（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） 

当連結会計年度末の流動資産は974,877千円となりました。 

主要な項目として、現金及び預金180,659 千円、受取手形及び売掛金556,012 千円、原材

料及び貯蔵品などのたな卸資産が152,266 千円であります。 

（固定資産） 
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当連結会計年度末の固定資産は1,907,944千円となりました。 

主要な項目として、本社工場の建物及び構築物556,987千円、機械装置及び運搬具557,483

千円及び土地673,008千円であります。 

この結果、総資産合計は2,882,822千円となりました。 

（流動負債） 

当連結会計年度末の流動負債は1,481,933千円となりました。 

主要な項目として、買掛金114,264 千円、短期借入金890,284 千円、１年内返済予定の長

期借入金252,440 千円であります。 

（固定負債） 

当連結会計年度末の固定負債は697,762千円となりました。 

主要な項目として、長期借入金が693,820千円であります。 

この結果、負債合計は、2,179,695千円となりました。 

（純資産） 

当連結会計年度末の純資産は703,126千円となりました。 

これは、減損損失629,995千円等の計上したことにより当期純損失が927,041千円となりま

した。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により157,041千円増加、投

資活動により105,292千円減少、財務活動により82,567 千円減少、現金及び現金同等物に係

る換算差額483千円減少し、この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、31,302

千円の減少となり、180,659千円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動は、当連結会計年度において、減損損失を629,995千円計上したこと等により税

金等調整前当期純損失854,439千円を計上しました。 

減価償却費を252,565千円、減損損失を629,995千円計上し、売上債権が198,680千円減少

した結果、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは157,041千円の収入とな

りました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動は、当連結会計年度において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41,119千円、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、当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローによる支出は、105,292

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、当連結会計年度において運転資金の安定化を図るため短期借入金180,030千

円、長期借入金160,000千円を調達したほか、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 281,417 千円、短期借入金の返済 170,000 千円を支出しました。 
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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21年３月期 

自己資本比率（％） 24.4 

時価ベースの株主資本比率（％） 17.2 

債務償還年数（年） 11.7 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ (倍) 3.0 

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）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結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。 

 

（５）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、前事業年度（単体）において営業損失46,586千円、経常損失110,172千円、

当期純損失76,866千円を計上しており、当連結会計年度においても営業損失131,853千円、経

常損失205,432千円、さらに有形固定資産の減損損失423,283千円、のれんの減損損失206,712

千円、繰延税金資産の取り崩し69,344千円などを計上した結果、当期純損失は927,041千円と

なりました。このように２期連続の営業損失であり、当連結会計年度においては多額な当期純

損失を計上するに至ったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存

在しています。 

連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、経営合理化計画を策定してお

り、それは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

造コストの削減などの内容になっております。 

しかし、シンジケート・ローン契約の財務制限条項は、来期以降の単年度に係る営業利益、

経常利益、当期純利益の全てにおいて利益を確保することとなっております。経営合理化計画

を進めておりますが、当社が関連するＣＤ市場の緩やかな減少傾向や固定資産の減損損失の発

生、主原料の市況変動による影響など、当社における事業等のリスクを考慮した場合、この財

務制限条項に抵触する可能性があり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められます。 

なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要

な不確実性の影響を連結財務諸表に反映していません。 

 

（訂正後） 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度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、当社グループは経営合理化計画による生産効率化の原価低減や販売価

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、当連結会計年度の売上高は 3,113,404 千円、営業損失は 116,101 千円、経常損失は
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186,551 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、税金等調整前当期純損失は 1,025,004 千円となり、

繰延税金資産も取り崩したために法人税等調整額 75,706 千円を計上し、当期期純損失は

1,103,967 千円となりました。 

当該状況から、当社は、当連結会計年度末において２期連続の営業赤字、経常赤字になった

ことによりシンジケート・ローン契約の財務制限条項に抵触し、さらに純資産維持条項にも抵

触いたしました。当社は、当該状況を解消すべく貸付人である全ての取引金融機関に対し経営

基盤の再構築のための経営合理化計画を提出し、契約変更の協議を行った結果、平成 21 年４

月 17 日付でシンジケート・ローン契約の変更契約を締結いたしました。これにより当連結会

計年度において、期限の利益に係る請求を受ける可能性を解消し、取引金融機関から従来通り

の融資を受けております。 

当社は、経営合理化計画を実施した結果、第４四半期連結会計期間において一定の利益を確

保し、また、当連結会計年度の営業キャッシュ・フローも 157,041 千円の収入となりました。 

しかしながら、２期連続の営業損失であり、当連結会計年度においては多額な当期純損失を

計上するに至ったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して

います。 

当社は、当該状況を解消すべく、経営合理化計画を策定しており、それは利益の黒字化を目

標として、販売価格の適正化（売上原価に見合う価格転嫁）、製造コストの削減などの内容に

なっておりますが、シンジケート・ローン契約の財務制限条項は、来期以降の単年度に係る営

業利益、経常利益、当期純利益の全てにおいて利益を確保することとなっております。当社は

経営合理化計画を進めておりますが、当社が関連するＣＤ市場の緩やかな減少傾向や固定資産

の減損損失の発生、主原材料の市況変動による影響など、当社における事業等のリスクを考慮

した場合、この財務制限条項に抵触する可能性があり、現時点では継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められます。 

なお、当社グループは、当第２四半期連結会計期間から当社及び連結子会社２社で構成され

ており、主な事業として、デジタルコンテンツ事業（従来のＣＤ・ＤＶＤ等の製造販売）と環

境エネルギー事業を展開しております。（詳細は、10 ページ「２．企業の集団の状況」をご

参照下さい。） 

 

事業の種類別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市場における音楽ＣＤの 2008 年４月～2009 年３月

の生産金額は、邦楽を中心とした高額アルバムのヒット作品が増加したものの、携帯電話やイ

ンターネットの音楽配信サービス利用増加等の影響により281,234百万円（前年同期比11.4％

減）と前年同期実績を下回りました。（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 2008 年４ 月～2009 

年３月の売上金額は、主力ジャンルである洋画、海外ＴＶドラマの減少により、267,630 百万

円（前年同期比 15.4％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、デジタルコンテンツ事業の売上高は 3,088,320 千円と前年実績を

僅かに下回りました。 

デジタルコンテンツ事業のうち、ＣＤの販売金額は 1,760,187 千円と前年実績に対し僅かに

上回りました。これは、ＣＤ-ＤＡ（オーディオＣＤ）において、音楽ＣＤを始め語学・生涯

教育向け等の教材関連ＣＤの販売が好調に推移しことによるものです。また、ＤＶＤの販売金
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額は 1,262,646 千円とこちらも前年実績を上回りました。これは、生産ライン（現在５ライン）

の増強を図りながら、ＴＶアニメ共同製作事業への参画等により、特に成長性の高いアニメ・

趣味・教養・バラエティーのジャンルに特化した営業活動を継続的に実施しております。 

一方、利益面においては、石油製品が大半を占める主原材料の高止まり、特にプラスチック

ケースを中心とした包装資材を始めエネルギー費の高騰に伴う生産コストの上昇に対し、下期

から品質・納期面において顧客満足度を重視した営業戦略により安定的な受注量の確保を目指

し、引続き原材料等の値上がりに伴うコスト上昇に見合った販売価格の適正化を推進するとと

もに、製造部門においてさらなるコスト低減策を実施いたしました。主として、プラスチック

ケースを中心とした包装資材の調達、インフラ・ユーティリティの保守・金型保守修繕費等の

製造経費の低減のほか、生産状況に応じた各生産工程での勤務体制見直し等を含む生産効率の

向上を実施した結果、第４四半期連結会計期間において一定の利益を確保することができまし

た。これにより営業利益は、35,375 千円となりました。 

  

〈環境エネルギー事業〉 

鉛蓄電池市場において、主原材料の鉛価格は前年から下落しておりますが、世界的な金融市

場の混乱を背景に、自動車メーカーの減産、自動車ユーザーの消費後退により鉛蓄電池の販売

数量は減少しております。 

このような状況の中、環境エネルギー事業（鉛蓄電池）の売上高は25,084 千円となり、の

れん償却額10,879 千円を計上し、営業損失は94,503 千円となりました。 

海外部門においては、経済状況の急激な変化により中近東向けの製品の安定的な顧客を確保

できなかったことから、海外での売上高は14,030 千円となりました。一方、国内部門におい

ては、当社ブランドである長寿命節鉛バッテリー「OPTROM BATTERY by Dr.KOZAWA」を昨年11 月

より立上げました。当初、大型量販店をターゲットとした営業活動による売上を多く見込んで

おりましたが、当社の規格サイズ等に一部ミスマッチがあり、目標を大きく乖離した結果とな

り、国内での売上高は11,054 千円となりました。 

これらにより、環境エネルギー事業の当初計画と実績が大きく乖離し、当社グループの事業

計画に大きく影響を及ぼす結果となりました。今後は、経営合理化計画により国内販売の不採

算拠点を整理し、売上高に見合う販売費等の固定費削減を実施します。また、海外販売におい

ても、売上高に見合う組織とし、海外OEM 工場での製品に対する品質向上活動を実施すること

により、新たな海外顧客の獲得を目指します。 

 

（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） 

当連結会計年度末の流動資産は965,536千円となりました。 

主要な項目として、現金及び預金180,659 千円、受取手形及び売掛金556,012 千円、原材

料及び貯蔵品などのたな卸資産が152,266 千円であります。 

（固定資産） 

当連結会計年度末の固定資産は1,752,438千円となりました。 

主要な項目として、本社工場の建物及び構築物457,974千円、機械装置及び運搬具510,250

千円及び土地673,412千円であります。 

この結果、総資産合計は2,717,974千円となりました。 

（流動負債） 

当連結会計年度末の流動負債は1,484,677千円となりました。 

主要な項目として、買掛金114,264 千円、短期借入金890,284 千円、１年内返済予定の長

期借入金252,440 千円であります。 

（固定負債） 
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当連結会計年度末の固定負債は707,096千円となりました。 

主要な項目として、長期借入金が693,820千円であります。 

この結果、負債合計は、2,191,773千円となりました。 

（純資産） 

当連結会計年度末の純資産は526,200千円となりました。 

これは、減損損失819,451千円等の計上したことにより当期純損失が1,103,967千円となり

ました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により157,041千円増加、投

資活動により105,292千円減少、財務活動により82,567 千円減少、現金及び現金同等物に係

る換算差額483千円減少し、この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、31,302

千円の減少となり、180,659千円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動は、当連結会計年度において、減損損失を819,451千円計上したこと等により税

金等調整前当期純損失1,025,004千円を計上しました。 

減価償却費を237,499千円、減損損失を819,451千円計上し、売上債権が198,680千円減少

した結果、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは157,041千円の収入とな

りました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動は、当連結会計年度において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41,119千円、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、当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローによる支出は、105,292

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、当連結会計年度において運転資金の安定化を図るため短期借入金180,030千

円、長期借入金160,000千円を調達したほか、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 281,417 千円、短期借入金の返済 170,000 千円を支出しました。 

 

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21年３月期 

自己資本比率（％） 19.4 

時価ベースの株主資本比率（％） 18.2 

債務償還年数（年） 11.7 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ (倍) 3.0 

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）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結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
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負債を対象としています。 

 

（５）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、前事業年度（単体）において営業損失46,586千円、経常損失110,172千円、

当期純損失76,866千円を計上しており、当連結会計年度においても営業損失116,101千円、経

常損失186,551千円、さらにデジタルコンテンツ事業における固定資産等の減損損失612,739

千円、環境エネルギー事業におけるのれんの減損損失206,712千円、繰延税金資産の取り崩し

69,344千円などを計上した結果、当期純損失は1,103,967千円となりました。このように２期

連続の営業損失であり、当連結会計年度においては多額な当期純損失を計上するに至ったこと

から、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。 

連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、経営合理化計画を策定してお

り、それは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

造コストの削減などの内容になっております。 

しかし、シンジケート・ローン契約の財務制限条項は、来期以降の単年度に係る営業利益、

経常利益、当期純利益の全てにおいて利益を確保することとなっております。経営合理化計画

を進めておりますが、当社が関連するＣＤ市場の緩やかな減少傾向や固定資産の減損損失の発

生、主原料の市況変動による影響など、当社における事業等のリスクを考慮した場合、この財

務制限条項に抵触する可能性があり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められます。 

なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要

な不確実性の影響を連結財務諸表に反映していません。 
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（訂正前） 

４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

（単位：千円） 

  
当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金  180,659

  受取手形及び売掛金  556,012

  商品及び製品  27,898

  仕掛品  29,736

  原材料及び貯蔵品  94,631

  その他  89,281

  貸倒引当金  △3,341

  流動資産合計  974,877

固定資産  

 有形固定資産  

  建物及び構築物（純額）  556,987

  機械装置及び運搬具（純額）  557,483

  土地  673,008

  その他（純額）  24,160

  有形固定資産合計  1,811,638

 無形固定資産  

  その他  11,261

  無形固定資産合計  11,261

 投資その他の資産  

  長期前払費用  36,051

  その他  60,984

  貸倒引当金  △11,992

  投資その他資産合計  85,044

 固定資産合計  1,907,944

資産合計  2,882,822
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（単位：千円） 

  
当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金  114,264

  短期借入金  890,284

  １年内返済予定の長期借入金  252,440

  未払金  154,310

  未払法人税等  5,645

  賞与引当金  6,881

  その他  58,107

  流動負債合計  1,481,933

 固定負債  

  長期借入金  693,820

  その他  3,941

  固定負債合計  697,762

 負債合計  2,179,695

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  △803,772

  自己株式  △20

  株主資本合計  704,747

 評価・換算差額等  

  為替換算調整勘定  △1,620

  評価・換算差額等合計  △1,620

 純資産合計  703,126

負債純資産合計  2,882,822
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円） 

  
当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 
  至 平成 21 年３月 31 日） 

売上高  3,113,404

売上原価  2,771,642

売上総利益  341,762

販売費及び一般管理費  473,615

営業損失(△)  △131,853

営業外収益  

 受取利息  92

 共同制作事業収益金  26,201

 その他  7,693

 営業外収益合計  33,987

営業外費用  

 支払利息  50,714

 共同制作事業費用  46,912

 支払手数料  5,540

 その他  4,399

 営業外費用合計  107,566

経常損失(△)  △205,432

特別損失  

 固定資産除却損  3,222

 投資有価証券評価損  4,000

 減損損失  ※1   629,995

 貸倒引当金繰入額  8,733

 たな卸資産評価損  3,056

 特別損失合計  649,007

税金等調整前当期純利益  △854,439

法人税、住民税及び事業税  3,257

法人税調整額  69,344

法人税等合計  72,601

当期純損失(△)  △927,041
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円） 

  
当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 
  至 平成 21 年３月 31 日） 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高  954,500

  当期変動額  

   当期変動額合計  －

  当期末残高  954,500

 資本剰余金  

  前期末残高  464,500

  当期変動額  

   自己株式の処分  △11,922

   株式交換による増加  89,540

   利益剰余金から資本剰余金への振替 11,922

  当期変動額合計  89,540

  当期末残高  554,040

 利益剰余金  

  前期末残高  135,191

  当期変動額  

  利益剰余金から資本剰余金への振替 △11,922

   当期純利益  △927,041

  当期変動額合計  △938,963

  当期末残高  △803,772

 自己株式  

  前期末残高  △71,382

  当期変動額  

   自己株式の処分  71,382

   自己株式の取得  △20

  当期変動額合計  71,362

  当期末残高  △20

 株主資本合計  

  前期末残高  1,482,809

  当期変動額  

   自己株式の処分  59,460

   株式交換による増加  89,540

  自己株式の取得 △20

   利益剰余金から資本剰余金への振替 －

   当期純利益  △927,041

  当期変動額合計  △778,061

  当期末残高  704,747
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（単位：千円） 

  
当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 
  至 平成 21 年３月 31 日） 

評価・換算差額等  

 為替換算調整勘定  

  前期末残高  －

  当期変動額  

  株主資本以外の項目の変動額(純額) △1,620

  当期変動額合計  △1,620

  当期末残高  △1,620

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高  

  当期変動額  

  株主資本以外の項目の変動額(純額) △1,620

  当期変動額合計  △1,620

  当期末残高  △1,620

純資産合計  

 前期末残高  1,482,809

 当期変動額  

  自己株式の処分  59,460

  株式交換による増加  89,540

  自己株式の取得 △20

  利益剰余金から資本剰余金への振替 －

  当期純利益  △927,041

  株主資本以外の項目の変動額(純額) △1,620

 当期変動額合計  △779,681

 当期末残高  703,126
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

  

当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 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(△)  △854,439

 減価償却費  252,565

 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）  △4,059

 貸倒引当金の増減額(△は減少） 10,883

 受取利息及び受取配当金  △92

 支払利息  50,714

 固定資産除却損  3,222

 投資有価証券評価損益(△は益）  4,000

 売上債権の増減額(△は増加)  198,680

 たな卸資産評価損  3,056

 たな卸資産の増減額(△は増加)  △19,549

 仕入債務の増減額(△は減少)  △105,144

 その他  30,164

 小計  210,874

 利息及び配当金の受取額  75

 利息の支払額  △52,523

 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 157,041

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  △41,119

 無形固定資産の取得による支出  △5,574

 連結の範囲の変更を伴う子会社

株式の取得による支出 
 

△2,597

 貸付けによる支出  △56,000

 投資活動によるキャッシュ・フロー △105,292

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  180,030

 短期借入金の返済による支出  △170,000

 長期借入れによる収入  160,000

 長期借入金の返済による支出  △281,417

 株式の発行による支出 △861

 自己株式の処分による収入  30,600

 自己株式取得による支出 △20

 ファイナンス・リース債務返済による支出 △649

 配当金の支払額  △249

 財務活動によるキャッシュ・フロー △82,567

現金及び現金同等物に係る換算差額 △483

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △31,302

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 180,659
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 
  至 平成 21 年３月 31 日） 

 

当社グループは、前事業年度（単体）において営

業損失46,586千円、経常損失110,172千円、当期純

損失76,866千円を計上しており、当連結会計年度に

おいても営業損失131,853千円、経常損失205,432千

円、さらに有形固定資産の減損損失423,283千円、

のれんの減損損失206,712千円、繰延税金資産の取

り崩し69,344千円などを計上した結果、当期純損失

は927,041千円となりました。このように２期連続

の営業損失であり、当連結会計年度においては多額

な当期純損失を計上するに至ったことから、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が

存在しています。 

連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を

解消すべく、経営合理化計画を策定しており、それ

は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

などの内容になっております。 

しかし、シンジケート・ローン契約の財務制限条

項は、来期以降の単年度に係る営業利益、経常利益、

当期純利益の全てにおいて利益を確保することと

なっております。経営合理化計画を進めております

が、当社が関連するＣＤ市場の緩やかな減少傾向や

固定資産の減損損失の発生、主原料の市況変動によ

る影響など、当社における事業等のリスクを考慮し

た場合、この財務制限条項に抵触する可能性があ

り、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確

実性が認められます。 
なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成
しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性
の影響を連結財務諸表に反映していません。 
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（連結損益計算書類関係） 
当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 
  至 平成 21 年３月 31 日） 

 

※１ 減損損失 
当連結会計年度において、デジタルコンテンツ

事業及び環境エネルギー事業について減損損失
を計上しております。 

(1)減損損失の認識に至った経緯 
デジタルコンテンツ事業については、光ディス

ク市場の縮減傾向により営業活動から生ずる損益
が継続してマイナス見込みであるため、デジタル
コンテンツ事業に係る固定資産の帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし
て特別損失に計上しております。 
環境エネルギー事業については、海外の経済状況
悪化及び国内の販売体制構築に更に時間を要する
などにより、営業活動から生ずる損益が継続して
マイナス見込みであるため、環境エネルギー事業
に係る固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計
上しております。 
(2)減損損失の金額 
（デジタルコンテンツ事業） 

種 類 金 額 
土地 236,617千円
機械及び装置 127,682千円
建物 58,983千円
 合計 423,283千円

（環境エネルギー事業） 
種 類 金 額 

のれん 206,712千円
(3)グルーピングの方法 
キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、

事業の種類別にグルーピングしております。 
(4)回収可能価額の算定方法 
デジタルコンテンツ事業に係る固定資産の回収

可能価額は正味売却価額または使用価値により測
定しております。土地については不動産鑑定士に
よる不動産鑑定評価基準または固定資産税評価額
等を基に算定した正味売却価額により、その他の
固定資産については使用価値により算定してお
り、将来キャッシュ・フローを4.98％で割り引い
て算定しております。 
環境エネルギー事業に係る固定資産の回収可能

価額は使用価値により測定しており、将来キャッ
シュ・フローを 14.92％で割り引いて算定しており
ます 。 
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（セグメント情報） 
ａ．事業の種類別セグメント情報 
   当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 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 

3,088,320 25,082 3,113,404 － 3,113,404

計 3,088,320 25,082 3,113,404 － 3,113,404

営業費用 3,068,696 119,588 3,188,284 56,973  3,245,257

営業利益又は 
営業損失（△） 

19,623 △94,503 △74,879 (56,973) △131,853

Ⅱ 資産、減価償却、減損 
損失及び資本的支出 

  

  資産 2,672,658 54,039 2,726,697 156,124 2,882,822

減価償却費 251,436 1,129 252,565 － 252,565

減損損失 423,283 206,712 629,995 － 629,995

資本的支出 31,060 136 31,197 － 31,197

（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 

 
３．営業費用のうち消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の金額は56,973千円であり、その主な

ものは親会社の管理部門に係る費用であります。 
４．資産のうち、消去又は全社に含めた全社資産の金額は156,124千円であり、その主なものは親会

社の現金預金であります。 

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の

金額の合計額に占める割合がいずれも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。 

 

ｃ．海外売上高 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の 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。 
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（１株当たり情報） 
当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 
       至 平成 21 年３月 31 日） 

 

１株当たり純資産額 38.38円  

１株当たり当期純損失金額 53.20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。

 

（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。 
 当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

純資産の部の合計額（千円） 703,126

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円） 

－

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 703,126

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） 

18,319,234

（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。 
 当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 
平成 21 年３月 31 日） 

当期純損失（△）（千円） △927,041

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） △927,041

普通株式の期中平均株式数（株） 17,425,105

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 16 年６月 29 日定時株主
総会決議によるストックオ
プション(株式の数 589 千株）
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（訂正後） 

４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

（単位：千円） 

  
当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金  180,659

  受取手形及び売掛金  556,012

  商品及び製品  27,898

  仕掛品  29,736

  原材料及び貯蔵品  94,631

  その他  79,939

  貸倒引当金  △3,341

  流動資産合計  965,536

固定資産  

 有形固定資産  

  建物及び構築物（純額）  461,507

  機械装置及び運搬具（純額）  510,250

  土地  673,412

  その他（純額）  19,816

  有形固定資産合計  1,664,986

 無形固定資産  

  その他  8,763

  無形固定資産合計  8,763

 投資その他の資産  

  長期前払費用  29,695

  その他  60,984

  貸倒引当金  △11,992

  投資その他資産合計  78,687

 固定資産合計  1,752,438

資産合計  2,717,974
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（単位：千円） 

  
当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

負債の部  

 流動資産  

  買掛金  114,264

  短期借入金  890,284

  １年内返済予定の長期借入金  252,440

  未払金  154,310

  未払法人税等  5,645

  賞与引当金  6,881

  その他  60,851

  流動負債合計  1,484,677

 固定資産  

  長期借入金  693,820

  繰延税金負債  6,361

  その他  6,913

  固定負債合計  707,096

 負債合計  2,191,773

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  △980,698

  自己株式  △20

  株主資本合計  527,821

 評価・換算差額等  

  為替換算調整勘定  △1,620

  評価・換算差額等合計  △1,620

 純資産合計  526,200

負債純資産合計  2,717,974
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円） 

  
当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 
  至 平成 21 年３月 31 日） 

売上高  3,113,404

売上原価  2,756,044

売上総利益  357,360

販売費及び一般管理費  473,461

営業損失(△)  △116,101

営業外収益  

 受取利息  92

 共同制作事業収益金  26,201

 その他  7,693

 営業外収益合計  33,987

営業外費用  

 支払利息  50,714

 共同制作事業費用  43,783

 支払手数料  5,540

 その他  4,399

 営業外費用合計  104,436

経常損失(△)  △186,551

特別損失  

 固定資産除却損  3,222

 投資有価証券評価損  4,000

 減損損失  ※1   819,451

 貸倒引当金繰入額  8,733

 たな卸資産評価損  3,056

 特別損失合計  838,452

税金等調整前当期純利益  △1,025,004

法人税、住民税及び事業税  3,257

法人税調整額  75,706

法人税等合計  78,963

当期純損失(△)  △1,103,967
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円） 

  
当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 
  至 平成 21 年３月 31 日） 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高  954,500

  当期変動額  

   当期変動額合計  －

  当期末残高  954,500

 資本剰余金  

  前期末残高  464,500

  当期変動額  

   自己株式の処分  △11,922

   株式交換による増加  89,540

   利益剰余金から資本剰余金への振替 11,922

  当期変動額合計  89,540

  当期末残高  554,040

 利益剰余金  

  前期末残高  135,191

  当期変動額  

  利益剰余金から資本剰余金への振替 △11,922

   当期純利益  △1,103,967

  当期変動額合計  △1,115,889

  当期末残高  △980,698

 自己株式  

  前期末残高  △71,382

  当期変動額  

   自己株式の処分  71,382

   自己株式の取得  △20

  当期変動額合計  71,362

  当期末残高  △20

 株主資本合計  

  前期末残高  1,482,809

  当期変動額  

   自己株式の処分  59,460

   株式交換による増加  89,540

  自己株式の取得 △20

   利益剰余金から資本剰余金への振替 －

   当期純利益  △1,103,967

  当期変動額合計  △954,987

  当期末残高  527,821
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（単位：千円） 

  
当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 
  至 平成 21 年３月 31 日） 

評価・換算差額等  

 為替換算調整勘定  

  前期末残高  －

  当期変動額  

  株主資本以外の項目の変動額(純額) △1,620

  当期変動額合計  △1,620

  当期末残高  △1,620

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高  

  当期変動額  

  株主資本以外の項目の変動額(純額) △1,620

  当期変動額合計  △1,620

  当期末残高  △1,620

純資産合計  

 前期末残高  1,482,809

 当期変動額  

  自己株式の処分  59,460

  株式交換による増加  89,540

  自己株式の取得 △20

  利益剰余金から資本剰余金への振替 －

  当期純利益  △1,103,967

  株主資本以外の項目の変動額(純額) △1,620

 当期変動額合計  △956,608

 当期末残高  526,200
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

  

当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 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(△)  △1,025,004

 減価償却費  237,499

 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）  △4,059

 貸倒引当金の増減額(△は減少） 10,883

 受取利息及び受取配当金  △92

 支払利息  50,714

 固定資産除却損  3,222

 投資有価証券評価損益(△は益）  4,000

 売上債権の増減額(△は増加)  198,680

 たな卸資産評価損  3,056

 たな卸資産の増減額(△は増加)  △19,549

 仕入債務の増減額(△は減少)  △105,144

 その他  26,348

 小計  210,874

 利息及び配当金の受取額  75

 利息の支払額  △52,523

 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 157,041

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  △41,119

 無形固定資産の取得による支出  △5,574

 連結の範囲の変更を伴う子会社

株式の取得による支出 
 

△2,597

 貸付けによる支出  △56,000

 投資活動によるキャッシュ・フロー △105,292

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  180,030

 短期借入金の返済による支出  △170,000

 長期借入れによる収入  160,000

 長期借入金の返済による支出  △281,417

 株式の発行による支出 △861

 自己株式の処分による収入  30,600

 ファイナンス・リース債務返済による支出 △649

 配当金の支払額  △249

 財務活動によるキャッシュ・フロー △82,567

現金及び現金同等物に係る換算差額 △483

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △31,302

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 180,659
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 
  至 平成 21 年３月 31 日） 

 

当社グループは、前事業年度（単体）において営

業損失46,586千円、経常損失110,172千円、当期純

損失76,866千円を計上しており、当連結会計年度に

おいても営業損失116,101千円、経常損失186,551千

円、さらにデジタルコンテンツ事業における固定資

産等の減損損失612,739千円、環境エネルギー事業

におけるのれんの減損損失206,712千円、繰延税金

資産の取り崩し69,344千円などを計上した結果、当

期純損失は1,103,967千円となりました。このよう

に２期連続の営業損失であり、当連結会計年度にお

いては多額な当期純損失を計上するに至ったこと

から、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな状況が存在しています。 

連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を

解消すべく、経営合理化計画を策定しており、それ

は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

などの内容になっております。 

しかし、シンジケート・ローン契約の財務制限条

項は、来期以降の単年度に係る営業利益、経常利益、

当期純利益の全てにおいて利益を確保することと

なっております。経営合理化計画を進めております

が、当社が関連するＣＤ市場の緩やかな減少傾向や

固定資産の減損損失の発生、主原料の市況変動によ

る影響など、当社における事業等のリスクを考慮し

た場合、この財務制限条項に抵触する可能性があ

り、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確

実性が認められます。 
なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成
しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性
の影響を連結財務諸表に反映していません。 
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（連結損益計算書類関係） 
当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 
  至 平成 21 年３月 31 日） 

 

※１ 減損損失 
当連結会計年度において、デジタルコンテンツ

事業及び環境エネルギー事業について減損損失
を計上しております。 

(1)減損損失の認識に至った経緯 
デジタルコンテンツ事業については、光ディス

ク市場の縮減傾向により営業活動から生ずる損益
が継続してマイナス見込みであるため、デジタル
コンテンツ事業に係る固定資産の帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし
て特別損失に計上しております。 
環境エネルギー事業については、海外の経済状況
悪化及び国内の販売体制構築に更に時間を要する
などにより、営業活動から生ずる損益が継続して
マイナス見込みであるため、環境エネルギー事業
に係る固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計
上しております。 
(2)減損損失の金額 
（デジタルコンテンツ事業） 

種 類 金 額 
土地 236,213千円
機械及び装置 183,057千円
建物 159,469千円
その他 34,000千円
 合計 612,739千円

（環境エネルギー事業） 
種 類 金 額 

のれん 206,712千円
(3)グルーピングの方法 
キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、

事業の種類別にグルーピングしております。 
(4)回収可能価額の算定方法 
デジタルコンテンツ事業に係る固定資産の回収

可能価額は正味売却価額または使用価値により測
定しております。土地については不動産鑑定士に
よる不動産鑑定評価基準または固定資産税評価額
等を基に算定した正味売却価額により、その他の
固定資産については使用価値により算定してお
り、将来キャッシュ・フローを6.18％で割り引い
て算定しております。 
環境エネルギー事業に係る固定資産の回収可能

価額は使用価値により測定しており、将来キャッ
シュ・フローを 14.92％で割り引いて算定しており
ます 。 
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（セグメント情報） 
ａ．事業の種類別セグメント情報 
   当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 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 

3,088,320 25,082 3,113,404 － 3,113,404

計 3,088,320 25,082 3,113,404 － 3,113,404

営業費用 3,052,944 119,588 3,172,533 56,973  3,229,506

営業利益又は 
営業損失（△） 

35,375 △94,503 △59,128 (56,973) △116,101

Ⅱ 資産、減価償却、減損 
損失及び資本的支出 

  

  資産 2,522,930 38,919 2,561,849 156,124 2,717,974

減価償却費 237,246 253 237,499 － 237,499

減損損失 612,739 206,712 819,451 － 819,451

資本的支出 31,197 － 31,197 － 31,197

（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 

 
３．営業費用のうち消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の金額は56,973千円であり、その主な

ものは親会社の管理部門に係る費用であります。 
４．資産のうち、消去又は全社に含めた全社資産の金額は156,124千円であり、その主なものは親会

社の現金預金であります。 

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の

金額の合計額に占める割合がいずれも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。 

 

ｃ．海外売上高 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の 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。 
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（１株当たり情報） 
当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 
       至 平成 21 年３月 31 日） 

 

１株当たり純資産額 28.72円  

１株当たり当期純損失金額 63.36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。

 

（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。 
 当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

純資産の部の合計額（千円） 526,200

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円） 

－

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 526,200

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） 

18,319,234

（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。 
 当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 
平成 21 年３月 31 日） 

当期純損失（△）（千円） △1,103,967

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） △1,103,967

普通株式の期中平均株式数（株） 17,425,105

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 16 年６月 29 日定時株主
総会決議によるストックオ
プション(株式の数 589 千株）
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（訂正前） 

５．財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 211,961 177,941

  受取手形 142,207 67,610

  売掛金 620,170 488,034

  製品 8,983 －

  原材料 86,174 －

  商品及び製品 － 29,712

  仕掛品 29,527 29,736

  貯蔵品 11,952 －

  原材料及び貯蔵品 － 92,705

  前渡金 3,893 94

  前払費用 63,320 56,962

  繰延税金資産 35,028 －

  その他 13,673 25,731

  貸倒引当金 △1,191 △3,341

  流動資産合計 1,225,702 965,189

 固定資産 

  有形固定資産 

  建物及び構築物 1,923,917 1,866,834

    減価償却累計額 △1,278,379 △1,329,349

    建物(純額) 645,537 537,484

  構築物 116,219 116,219

    減価償却累計額 △96,946 △98,745

    構築物(純額) 19,273 17,474

  機械及び装置 4,380,030 4,255,506

    減価償却累計額 △3,525,679 △3,698,621

    機械装置(純額) 854,350 556,884

  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 149,372 148,849

    減価償却累計額 △125,661 △133,055

    工具、器具及び備品(純額) 23,710 15,793

  土地 926,255 673,008

  リース資産 － 5,210

    減価償却累計額 － △694

    リース資産(純額) － 4,515

  建設仮勘定 1,300 3,851

  有形固定資産合計 2,470,996 1,809,610
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

  無形固定資産 

  ソフトウエア 6,651 8,757

  その他 2,504 2,504

  無形固定資産合計 9,156 11,261

  投資その他の資産 

  関係会社株式 4,000 －

  関係会社長期貸付金 － 96,816

  破産更生債権等 3,975 12,258

  長期前払費用 64,717 36,051

  前払年金費用 27,833 15,658

  繰延税金資産 34,315 －

  その他 30,940 31,491

  貸倒引当金 △3,258 △108,808

  投資その他資産合計 162,524 83,468

  固定資産合計 2,642,676 1,904,340

 資産合計 3,868,379 2,869,529
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

前事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

負債の部 

 流動資産 

  買掛金 219,181 114,264

  短期借入金 880,000 890,000

  １年内返済予定の長期借入金 270,404 252,440

  リース債務 － 999

  未払金 187,311 151,829

  未払費用 24,011 20,369

  未払法人税等 4,051 5,645

  未払消費税等 5,762 15,968

  前受金 5 10

  預り金 3,311 2,693

  賞与引当金 10,940 6,881

  その他 2 345

  流動負債合計 1,604,981 1,461,447

 固定資産 

  長期借入金 780,339 682,093

  リース債務 － 3,561

  子会社支援引当金 － 11,727

  その他 250 380

  固定負債合計 780,589 697,762

 負債合計 2,385,570 2,159,209

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 954,500 954,500

  資本余剰金 

   資本準備金 464,500 554,040

   その他資本剰余金 － －

   資本剰余金合計 464,500 554,040

  利益剰余金 

   利益準備金 － －

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 135,191 △798,199

   利益剰余金合計 135,191 △798,199

  自己株式 △71,382 △20

  株主資本合計 1,482,809 710,320

 純資産合計 1,482,809 710,320

負債純資産合計 3,868,379 2,869,529
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（２）損益計算書 

（単位：千円） 

 

前事業年度 
（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 20 年３月 31 日）

当事業年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

売上高 3,122,944 3,099,374

売上原価 

 製品期首たな卸高 10,265 8,983

 当期商品仕入高 9,484 10,020

 当期製品仕入高 10,316 221,413

 当期製品製造原価 2,643,687 2,528,810

 合計 2,772,754 2,769,227

 製品期末たな卸高 8,983 10,065

 製品売上原価 2,763,771 2,759,162

売上総利益 359,173 340,211

販売費及び一般管理費 

 販売促進費 13,305 16,166

 荷造運賃 66,049 62,694

 貸倒引当金繰入額 3,726 2,150

 役員報酬 74,722 63,869

 給料 104,604 108,503

 賞与引当金繰入額 2,657 1,393

 福利厚生費 20,282 20,868

 退職給付費用 10,670 10,433

 賃借料 21,368 28,077

 減価償却費 838 1,625

 顧問料 21,578 41,546

 その他 65,955 71,197

 販売費及び一般管理費合計 405,759 428,526

営業損失(△) △46,586 △88,314

営業外収益 

 受取利息 203 87

 為替差益 9,266 －

 共同制作事業収益金 15,028 26,201

 金利スワップ評価益 2,109 －

 その他 2,111 6,410

 営業外収益合計 28,720 32,699

営業外費用 

 支払利息 53,955 50,714

 共同制作事業費用 32,936 46,912

 支払手数料 5,000 5,325

 その他 414 4,399

 営業外費用合計 92,306 107,351

経常損失(△) △110,172 △162,967
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 
  至 平成 20 年３月 31 日）

当事業年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

特別損失 

 固定資産除却損 8,397 834

 関係会社株式評価損 － 141,447

 貸倒引当金繰入額 －    ※2    105,550

 子会社支援引当金繰入額 － 11,727

 減損損失 －   ※1    423,283

 たな卸資産評価損 － 3,056

 特別損失合計 8,397 685,899

税引前当期純利益(△) △118,569 △848,866

法人税、住民税及び事業税 3,115 3,257

法人税調整額 △44,818 69,344

法人税等合計 △41,702 72,601

当期純損失(△) △76,866 △921,468
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前事業年度 
（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 20 年３月 31 日）

当事業年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  988,886 37.4 939,118 37.2

Ⅱ 外注加工費  109,318 4.1 146,852 5.8

Ⅲ 労務費  626,028 23.6 598,748 23.7

Ⅳ 経費   

  ロイヤリティー  145,033 134,245 

  機械リース料  16,114 15,124 

  電力費  135,405 145,509 

  減価償却費  308,753 250,685 

  修繕費  74,777 65,963 

  備品・消耗品費  122,934 110,931 

  その他  121,099 115,173 

    計  924,118 34.9 839,634 33.3

  当期総製造費用  2,648,352 100.0 2,524,354 100.0

  期首仕掛品たな卸高  24,862 29,527 

合  計  2,673,215 2,553,882 

期末仕掛品たな卸高  29,527 25,071 

  当期製品製造原価  2,643,687 2,528,810 

  原価計算の方法 原価計算の方法 

  
 実際総合原価計算を採用し
ております。 

  同左 
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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 19 年４月１日 
  至 平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 954,500 954,500

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 954,500 954,500

 資本剰余金 

  資本準備金 

  前期末残高 464,500 464,500

  当期変動額 

    株式交換による増加 － 89,540

  当期変動額合計 － 89,540

  当期末残高 464,500 554,040

  その他資本剰余金 

  前期末残高 － －

  当期変動額 

  自己株式の処分 － △11,922

  利益剰余金から資本剰余
金への振替 － 11,922

  当期変動額合計 － －

  当期末残高 － －

  資本剰余金合計 －

  前期末残高 464,500 464,500

  当期変動額 

  自己株式の処分 － △11,922

  株式交換による増加 89,540

  利益剰余金から資本剰余
金への振替 － 11,922

  当期変動額合計 － 89,540

  当期末残高 464,500 554,040

 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 235,907 135,191

  当期変動額 

  剰余金の配当 △23,850 －

  利益剰余金から資本剰

余金への振替 
－ △11,922

  当期純損失(△) △76,866 △921,468

  当期変動額合計 △100,716 △933,390

 当期末残高 135,191 △798,199
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 
  至 平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

  利益剰余金合計 

  前期末残高 235,907 135,191

  当期変動額 

    剰余金の配当 △23,850 －

  利益剰余金から資本剰余
金への振替 － △11,922

  当期純利益 △76,866 △921,468

  当期変動額合計 △100,716 △933,390

  当期末残高 135,191 △798,199

 自己株式 

  前期末残高 － △71,382

  当期変動額 

   自己株式の処分 － 71,382

  自己株式の取得 △71,382 △20

  当期変動額合計 △71,382 71,362

  当期末残高 △71,382 △20

 株主資本合計 

  前期末残高 1,654,907 1,482,809

  当期変動額 

   剰余金の配当 △23,850 －

   自己株式の処分 － 59,460

   株式交換による増加 － 89,540

  自己株式の取得 △71,382 △20

   利益剰余金から資本剰余金
への振替 － －

   当期純利益 △76,866 △921,468

  当期変動額合計 △172,098 △772,488

  当期末残高 1,482,809 710,320

純資産合計  

 前期末残高  1,654,907 1,482,809

 当期変動額  

  剰余金の配当 △23,850 －

  自己株式の処分  － 59,460

  株式交換による増加  － 89,540

  自己株式の取得 △71,382 △20

  利益剰余金から資本剰余金 
への振替 － －

  当期純利益  △76,866 △921,468

  株主資本以外の項目の変動 
額(純額) － －

 当期変動額合計  △172,098 △772,468

 当期末残高  1,482,809 710,320
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
前事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 
  至 平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 
 

      
当社は、前事業年度において営業損失46,586千

円、経常損失110,172千円、当期純損失76,866千円
を計上しており、当事業年度においても営業損失
88,314千円、経常損失162,967千円、さらに有形固
定資産の減損損失423,283千円、関係会社株式評価
損141,447千円、債務超過子会社に対する貸倒引当
金105,550 千円、繰延税金資産の取り崩し69,344千
円などを計上した結果、当期純損失は921,468千円
となりました。このように２期連続の営業損失であ
り、当事業年度においては多額な当期純損失を計上
するに至ったことから、継続企業の前提に関する重
要な疑義を生じさせる状況が存在しています。 
当社は、当該状況を解消すべく、経営合理化計画

を策定しており、それは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）、製造コストの削減などの内容になっておりま
す。 
しかし、シンジケート・ローン契約の財務制限条

項は、来期以降の単年度に係る営業利益、経常利益、
当期純利益の全てにおいて利益を確保することと
なっております。経営合理化計画を進めております
が、当社が関連するＣＤ市場の緩やかな減少傾向や
固定資産の減損損失の発生、主原料の市況変動によ
る影響など、当社における事業等のリスクを考慮し
た場合、この財務制限条項に抵触する可能性があ
り、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められます。 
なお、財務諸表は、継続企業を前提として作成して
おり、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影
響を財務諸表に反映していません。 
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（損益計算書類関係） 
前事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 
  至 平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 
 

      
 

※１ 減損損失 
当連結会計年度において、デジタルコンテンツ

事業及び環境エネルギー事業について減損損失
を計上しております。 

(1)減損損失の認識に至った経緯 
デジタルコンテンツ事業については、光ディス

ク市場の縮減傾向により営業活動から生ずる損益
が継続してマイナス見込みであるため、デジタル
コンテンツ事業に係る固定資産の帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし
て特別損失に計上しております。 
環境エネルギー事業については、海外の経済状況
悪化及び国内の販売体制構築に更に時間を要する
などにより、営業活動から生ずる損益が継続して
マイナス見込みであるため、環境エネルギー事業
に係る固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計
上しております。 
(2)減損損失の金額 
（デジタルコンテンツ事業） 

種 類 金 額 
土地 236,617千円
機械及び装置 127,682千円
建物 58,983千円
 合計 423,283千円

（環境エネルギー事業） 
種 類 金 額 

のれん 206,712千円
(3)グルーピングの方法 
キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、

事業の種類別にグルーピングしております。 
(4)回収可能価額の算定方法 
デジタルコンテンツ事業に係る固定資産の回収

可能価額は正味売却価額または使用価値により測
定しております。土地については不動産鑑定士に
よる不動産鑑定評価基準または固定資産税評価額
等を基に算定した正味売却価額により、その他の
固定資産については使用価値により算定してお
り、将来キャッシュ・フローを4.98％で割り引い
て算定しております。 
環境エネルギー事業に係る固定資産の回収可能

価額は使用価値により測定しており、将来キャッ
シュ・フローを 14.92％で割り引いて算定しており
ます 。 

 ※２ 貸倒引当金繰入額は、関係会社に対する債権
へのものです。 
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（訂正後） 

５．財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 211,961 177,941

  受取手形 142,207 67,610

  売掛金 620,170 488,034

  製品 8,983 －

  原材料 86,174 －

  商品及び製品 － 29,712

  仕掛品 29,527 29,736

  貯蔵品 11,952 －

  原材料及び貯蔵品 － 92,705

  前渡金 3,893 94

  前払費用 63,320 47,621

  繰延税金資産 35,028 －

  その他 13,673 25,731

  貸倒引当金 △1,191 △3,341

  流動資産合計 1,225,702 955,847

 固定資産 

  有形固定資産 

  建物及び構築物 1,923,917 1,770,928

    減価償却累計額 △1,278,379 △1,324,504

    建物(純額) 645,537 446,423

  構築物 116,219 111,650

    減価償却累計額 △96,946 △98,595

    構築物(純額) 19,273 13,055

  機械及び装置 4,380,030 4,200,282

    減価償却累計額 △3,525,679 △3,690,479

    機械装置(純額) 854,350 509,802

  車両運搬具 11,977 11,826

    減価償却累計額 △11,378 △11,378

    車両運搬具(純額) 598 447

  工具、器具及び備品 149,372 144,361

    減価償却累計額 △125,661 △131,427

    工具、器具及び備品(純額) 23,710 12,933

  土地 926,255 673,412

  リース資産 － 3,992

    減価償却累計額 － △628

    リース資産(純額) － 3,363

  建設仮勘定 1,300 3,519

  有形固定資産合計 2,470,996 1,662,958
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

  無形固定資産 

  ソフトウエア 6,651 6,898

  その他 2,504 1,865

  無形固定資産合計 9,156 8,763

  投資その他の資産 

  関係会社株式 4,000 －

  関係会社長期貸付金 － 96,816

  破産更生債権等 3,975 12,258

  長期前払費用 64,717 36,051

  前払年金費用 27,833 29,695

  繰延税金資産 34,315 －

  その他 30,940 31,491

  貸倒引当金 △3,258 △108,808

  投資その他資産合計 162,524 77,111

  固定資産合計 2,642,676 1,748,833

 資産合計 3868,379 2,704,681
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

前事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

負債の部 

 流動資産 

  買掛金 219,181 114,264

  短期借入金 880,000 890,000

  １年内返済予定の長期借入金 270,404 252,440

  リース債務 － 999

  未払金 187,311 151,829

  未払費用 24,011 20,369

  未払法人税等 4,051 5,645

  未払消費税等 5,762 15,968

  前受金 5 10

  預り金 3,311 2,693

  賞与引当金 10,940 6,881

  その他 2 3,089

  流動負債合計 1,604,981 1,464,190

 固定資産 

  長期借入金 780,339 682,093

  リース債務 － 3,561

  繰延税金負債 － 6,361

  子会社支援引当金 － 11,727

  その他 250 3,352

  固定負債合計 780,589 707,096

 負債合計 2,385,570 2,171,287

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 954,500 954,500

  資本余剰金 

   資本準備金 464,500 554,040

   その他資本剰余金 － －

   資本剰余金合計 464,500 554,040

  利益剰余金 

   利益準備金 － －

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 135,191 △975,125

   利益剰余金合計 135,191 △975,125

  自己株式 △71,382 △20

  株主資本合計 1,482,809 533,394

 純資産合計 1,482,809 533,394

負債純資産合計 3,868,379 2,704,681
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（２）損益計算書 

（単位：千円） 

 

前事業年度 
（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 20 年３月 31 日）

当事業年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

売上高 3,122,944 3,099,374

売上原価 

 製品期首たな卸高 10,265 8,983

 当期商品仕入高 9,484 10,020

 当期製品仕入高 10,316 221,413

 当期製品製造原価 2,643,687 2,513,212

 合計 2,772,754 2,753,629

 製品期末たな卸高 8,983 10,065

 製品売上原価 2,763,771 2,743,564

売上総利益 359,173 355,809

販売費及び一般管理費 

 販売促進費 13,305 16,166

 荷造運賃 66,049 62,694

 貸倒引当金繰入額 3,726 2,150

 役員報酬 74,722 63,869

 給料 104,604 108,503

 賞与引当金繰入額 2,657 1,393

 福利厚生費 20,282 20,868

 退職給付費用 10,670 10,433

 賃借料 21,368 28,077

 減価償却費 838 1,472

 顧問料 21,578 41,546

 その他 65,955 71,197

 販売費及び一般管理費合計 405,759 428,373

営業損失(△) △46,586 △72,563

営業外収益 

 受取利息 203 87

 為替差益 9,266 －

 共同制作事業収益金 15,028 26,201

 金利スワップ評価益 2,109 －

 その他 2,111 6,410

 営業外収益合計 28,720 32,699

営業外費用 

 支払利息 53,955 50,714

 共同制作事業費用 32,936 43,783

 支払手数料 5,000 5,325

 その他 414 4,399

 営業外費用合計 92,306 104,221

経常損失(△) △110,172 △144,086
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 
  至 平成 20 年３月 31 日）

当事業年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

特別損失 

 固定資産除却損 8,397 823

 関係会社株式評価損 － 141,447

 貸倒引当金繰入額 －    ※2    105,550

 子会社支援引当金繰入額 － 11,727

 減損損失 －   ※1    612,739

 たな卸資産評価損 － 3,056

 特別損失合計 8,397 875,344

税引前当期純利益(△) △118,569 △1,019,431

法人税、住民税及び事業税 3,115 3,257

法人税調整額 △44,818 75,706

法人税等合計 △41,702 78,963

当期純損失(△) △76,866 △1,098,394
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前事業年度 
（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 20 年３月 31 日）

当事業年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  988,886 37.4 939,118 37.4

Ⅱ 外注加工費  109,318 4.1 146,852 5.8

Ⅲ 労務費  626,028 23.6 598,748 23.8

Ⅳ 経費   

  ロイヤリティー  145,033 134,245 

  機械リース料  16,114 14,438 

  電力費  135,405 145,509 

  減価償却費  308,753 235,773 

  修繕費  74,777 65,963 

  備品・消耗品費  122,934 110,931 

  その他  121,099 115,173 

    計  924,118 34.9 828,701 33.0

  当期総製造費用  2,648,352 100.0 2,513,421 100.0

  期首仕掛品たな卸高  24,862 29,527 

合  計  2,673,215 2,542,949 

期末仕掛品たな卸高  29,527 25,071 

  当期製品製造原価  2,643,687 2,513,212 

  原価計算の方法 原価計算の方法 

  
 実際総合原価計算を採用し
ております。 

  同左 
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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 19 年４月１日 
  至 平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 954,500 954,500

  当期変動額 

   当期変動額合計 － －

  当期末残高 954,500 954,500

 資本剰余金 

  資本準備金 

  前期末残高 464,500 464,500

  当期変動額 

    株式交換による増加 － 89,540

  当期変動額合計 － 89,540

  当期末残高 464,500 554,040

  その他資本剰余金 

  前期末残高 － －

  当期変動額 

  自己株式の処分 － △11,922

  利益剰余金から資本剰余
金への振替 － 11,922

  当期変動額合計 － －

  当期末残高 － －

  資本剰余金合計 

  前期末残高 464,500 464,500

  当期変動額 

  自己株式の処分 － △11,922

  株式交換による増加 89,540

  利益剰余金から資本剰余
金への振替 － 11,922

  当期変動額合計 － 89,540

  当期末残高 464,500 554,040

 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 235,907 135,191

  当期変動額 

  剰余金の配当 △23,850 －

  利益剰余金から資本剰

余金への振替 
－ △11,922

  当期純利益 △76,866 △1,098,394

  当期変動額合計 △100,716 △1,110,316

 当期末残高 135,191 △975,125
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 
  至 平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

  利益剰余金合計 

  前期末残高 235,907 135,191

  当期変動額 

    剰余金の配当 △23,850 －

  利益剰余金から資本剰余
金への振替 － △11,922

  当期純利益 △76,866 △1,098,394

  当期変動額合計 △100,716 △1,110,316

  当期末残高 135,191 △975,125

 自己株式 

  前期末残高 － △71,382

  当期変動額 

   自己株式の処分 － 71,382

  自己株式の取得 △71,382 △20

  当期変動額合計 △71,382 71,362

  当期末残高 △71,382 △20

 株主資本合計 

  前期末残高 1,654,907 1,482,809

  当期変動額 

   剰余金の配当 △23,850 －

   自己株式の処分 － 59,460

   株式交換による増加 － 89,540

  自己株式の取得 △71,382 △20

   利益剰余金から資本剰余金
への振替 － －

   当期純利益 △76,866 △1,098,394

  当期変動額合計 △172,098 △949,414

  当期末残高 1,482,809 533,394

純資産合計  

 前期末残高  1,654,907 1,482,809

 当期変動額  

  剰余金の配当 △23,850 －

  自己株式の処分  － 59,460

  株式交換による増加  － 89,540

  自己株式の取得 △71,382 △20

  利益剰余金から資本剰余金 
への振替 － －

  当期純利益  △76,866 △1,098,394

  株主資本以外の項目の変動 
額(純額) － －

 当期変動額合計  △172,098 △949,414

 当期末残高  1,482,809 533,394
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
前事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 
  至 平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 
 

      
当社は、前事業年度において営業損失46,586千

円、経常損失110,172千円、当期純損失76,866千円
を計上しており、当事業年度においても営業損失
72,563千円、経常損失144,086千円、さらにデジタ
ルコンテンツ事業における固定資産等の減損損失
612,739千円、関係会社株式評価損141,447千円、債
務超過子会社に対する貸倒引当金105,550 千円、繰
延税金資産の取り崩し69,344千円などを計上した
結果、当期純損失は1,098,394千円となりました。
このように２期連続の営業損失であり、当事業年度
においては多額な当期純損失を計上するに至った
ことから、継続企業の前提に関する重要な疑義を生
じさせる状況が存在しています。 
当社は、当該状況を解消すべく、経営合理化計画

を策定しており、それは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）、製造コストの削減などの内容になっておりま
す。 
しかし、シンジケート・ローン契約の財務制限条

項は、来期以降の単年度に係る営業利益、経常利益、
当期純利益の全てにおいて利益を確保することと
なっております。経営合理化計画を進めております
が、当社が関連するＣＤ市場の緩やかな減少傾向や
固定資産の減損損失の発生、主原料の市況変動によ
る影響など、当社における事業等のリスクを考慮し
た場合、この財務制限条項に抵触する可能性があ
り、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められます。 
なお、財務諸表は、継続企業を前提として作成して
おり、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影
響を財務諸表に反映していません。 
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（損益計算書類関係） 
前事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 
  至 平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 
 

      
 

※１ 減損損失 
当連結会計年度において、デジタルコンテンツ

事業及び環境エネルギー事業について減損損失
を計上しております。 

(1)減損損失の認識に至った経緯 
デジタルコンテンツ事業については、光ディス

ク市場の縮減傾向により営業活動から生ずる損益
が継続してマイナス見込みであるため、デジタル
コンテンツ事業に係る固定資産の帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし
て特別損失に計上しております。 
環境エネルギー事業については、海外の経済状況
悪化及び国内の販売体制構築に更に時間を要する
などにより、営業活動から生ずる損益が継続して
マイナス見込みであるため、環境エネルギー事業
に係る固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計
上しております。 
(2)減損損失の金額 
（デジタルコンテンツ事業） 

種 類 金 額 
土地 236,213千円
機械及び装置 183,057千円
建物 159,469千円
その他 34,000千円
 合計 612,739千円

（環境エネルギー事業） 
種 類 金 額 

のれん 206,712千円
(3)グルーピングの方法 
キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、

事業の種類別にグルーピングしております。 
(4)回収可能価額の算定方法 
デジタルコンテンツ事業に係る固定資産の回収

可能価額は正味売却価額または使用価値により測
定しております。土地については不動産鑑定士に
よる不動産鑑定評価基準または固定資産税評価額
等を基に算定した正味売却価額により、その他の
固定資産については使用価値により算定してお
り、将来キャッシュ・フローを6.18％で割り引い
て算定しております。 
環境エネルギー事業に係る固定資産の回収可能

価額は使用価値により測定しており、将来キャッ
シュ・フローを 14.92％で割り引いて算定しており
ます 。 

 ※２ 貸倒引当金繰入額は、関係会社に対する債権
へのものです。 

 
以 上 


