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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月期第２四半期決算短信［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23年11月14日に開示いたしました「平成24年３月期第２四半期決算短信」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。 

 



 

2 

【サマリー情報】 
（訂正前） 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 24 年３月期第２四半期の業績（平成 23年 4 月 1日～平成 23 年９月 30 日） 
(1) 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   ％

24 年 3 月期第 2四半期 1,128  － △34   － △55   － △42   －
23 年 3 月期第 2四半期 －  － －   － －  － －  －

 

 
１ 株当た り 
四半期純利益 

潜在株式調整後 

１ 株 当 た り 

四半期純利益 

 円    銭 円    銭

24 年 3 月期第 2四半期 △2.08 ―   
23 年 3 月期第 2四半期 －  ―   

※平成23年３月期第２四半期につきましては、四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成しておりません。 

そのため、平成 23 年３月期第２四半期の経営成績(累計)及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。 
 (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 月期第 2四半期 2,225 220 9.8  10.79 
23 年 3 月期 2,356 262 12.87  12.87 

（参考）自己資本  24 年３月期第２四半期 218 百万円  23 年 3 月期 260 百万円 
 
（訂正後） 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 24 年３月期第２四半期の業績（平成 23年 4 月 1日～平成 23 年９月 30 日） 
(1) 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   ％

24 年 3 月期第 2四半期 1,128  － △25   － △46   － △33   －
23 年 3 月期第 2四半期 －  － －   － －  － －  －

 

 
１ 株当た り 
四半期純利益 

潜在株式調整後 

１ 株 当 た り 

四半期純利益 

 円    銭 円    銭

24 年 3 月期第 2四半期 △1.65 ―   
23 年 3 月期第 2四半期 －  ―   

※平成23年３月期第３四半期につきましては、四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成しておりません。 

そのため、平成 23 年３月期第３四半期の経営成績(累計)及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。 
(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 月期第 2四半期 2,135 129 6.0  6.30 
23 年 3 月期 2,257 163 7.1  7.96 

（参考）自己資本  24 年３月期第２四半期 127 百万円  23 年 3 月期 161 百万円 
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【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）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、夏場の電力供給不足による生産活動への影響

や欧州の財政危機に加え、円高の加速による輸出関連に厳しさが増すなど、景気の先行きに不

透明感が強まりました。 

当社の事業環境においては、デジタルコンテンツ業界における市場縮小傾向は続いておりま

すが、一方で照明業界においては、節電の機運が高まったことによりＣＣＦＬやＬＥＤなどを

使用した省エネ照明へ注目が集まりました。 

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

体制を維持しつつ継続して製造コストの削減に努めました。E・COOL事業においては、省エネ

照明として節電に寄与すべく展開した「東日本大震災復興支援キャンペーン」を９月末まで延

長して実施いたしました。 

その結果、当第２四半期累計期間における売上高は1,128,296千円、営業損失は34,614千円、

経常損失は55,378千円となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

①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2011年４月～９月の生産金額

は100,276百万円（前年同四半期比5.4％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2011年４月～９月の売上金額は97,003百万円

（前年同四半期比8.3％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827,854千円となりました。 

デジタルコンテンツ事業のうち、ＣＤ部門の販売金額は、442,294千円となりました。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358,846千円、

コンピュータ用ソフトウェアとして使用される複合型ＣＤ（ＣＤ-ＲＯＭ）の売上高83,447千

円であります。 

また、ＤＶＤ部門においては、レンタル版権の得られる映画制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を図りながら主要顧客に対してシェアアップに努めました。

その結果、販売金額は357,044千円となりました。 

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、市場の小ロット多品種化や低価格化の影響を受け、営業損失26,662千円

となりました。 

 

②Ｅ・ＣＯＯＬ事業 

当第２四半期累計期間においてＥ・ＣＯＯＬ事業の売上増進策として、引き続き１次代理店

の営業フォロー活動を積極的に展開し既存代理店の再活性化に努めるとともに、東北・北海道

地区における販売網構築に力を注ぎました。その結果、東北地区における販売実績が着実に増

加し、また、宮城県においては「省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金」の交付対象

となる高効率照明器具に認定され、省エネ照明として認知度の向上が図られました。 

この結果、Ｅ・ＣＯＯＬ事業の売上高は290,698千円となり営業利益は21,464千円となりま

した。 
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（訂正後） 

（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、夏場の電力供給不足による生産活動への影響

や欧州の財政危機に加え、円高の加速による輸出関連に厳しさが増すなど、景気の先行きに不

透明感が強まりました。 

当社の事業環境においては、デジタルコンテンツ業界における市場縮小傾向は続いておりま

すが、一方で照明業界においては、節電の機運が高まったことによりＣＣＦＬやＬＥＤなどを

使用した省エネ照明へ注目が集まりました。 

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

体制を維持しつつ継続して製造コストの削減に努めました。E・COOL事業においては、省エネ

照明として節電に寄与すべく展開した「東日本大震災復興支援キャンペーン」を９月末まで延

長して実施いたしました。 

その結果、当第２四半期累計期間における売上高は1,128,296千円、営業損失は25,880千円、

経常損失は46,644千円となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

①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2011年４月～９月の生産金額

は100,276百万円（前年同四半期比5.4％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2011年４月～９月の売上金額は97,003百万円

（前年同四半期比8.3％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827,854千円となりました。 

デジタルコンテンツ事業のうち、ＣＤ部門の販売金額は、442,294千円となりました。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358,846千円、

コンピュータ用ソフトウェアとして使用される複合型ＣＤ（ＣＤ-ＲＯＭ）の売上高83,447千

円であります。 

また、ＤＶＤ部門においては、レンタル版権の得られる映画制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を図りながら主要顧客に対してシェアアップに努めました。

その結果、販売金額は357,044千円となりました。 

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、市場の小ロット多品種化や低価格化の影響を受け、営業損失17,928千円

となりました。 

 

②Ｅ・ＣＯＯＬ事業 

当第２四半期累計期間においてＥ・ＣＯＯＬ事業の売上増進策として、引き続き１次代理店

の営業フォロー活動を積極的に展開し既存代理店の再活性化に努めるとともに、東北・北海道

地区における販売網構築に力を注ぎました。その結果、東北地区における販売実績が着実に増

加し、また、宮城県においては「省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金」の交付対象

となる高効率照明器具に認定され、省エネ照明として認知度の向上が図られました。 

この結果、Ｅ・ＣＯＯＬ事業の売上高は290,698千円となり営業利益は21,464千円となりま

した。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

①財政状態の分析 

（流動資産） 

当第２四半期会計期間末の流動資産は720,897千円（前期末比11.3％減）となりました。 

主要な項目として、現金及び預金177,176千円（同7.3％減）、受取手形及び売掛金334,437

千円（同3.0％減）、たな卸資産が146,117千円（同24.1％減）であります。 

（固定資産） 

当第２四半期会計期間末の固定資産は1,505,033千円（同2.5％減）となりました。 

主要な項目として、本社工場の建物441,688千円（同3.0％減）、機械装置315,870千円（同

6.7％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2,225,931千円（同5.5％減）となりました。 

（流動負債） 

当第２四半期会計期間末の流動負債は1,492,959千円（同3.9％減）となりました。 

主要な項目として、買掛金102,157千円（同30.6％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101,994千円（同56.5％減）であります。 

（固定負債） 

当第２四半期会計期間末の固定負債は512,490千円（同5.1％減）となりました。 

主要な項目として、長期借入金503,527千円（同2.6％増）であります。 

この結果、負債合計は、2,005,449千円（同4.2％減）となりました。 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末の純資産は220,482千円（同16.1％減）となりました。 

これは、当第２四半期累計期間において四半期純損失42,185千円を計上した結果でありま

す。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は

177,176千円となりました。 

当第２四半期会計期間における各キャッシュ・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1,037千円となりました。 

主な要因は、税金等調整前四半期純損失40,900千円、減価償却費49,775千円、たな卸資産

の減少46,503千円、売上債権の減少10,406千円、仕入債務の減少45,113千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、支出した資金は14,484千円となりました。 

主な要因は有形固定資産の取得による支出12,250千円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、支出した資金は527千円となりました。 

要因は、短期借入れによる収入120,000千円、長期借入金の返済による支出120,000千円及

びファイナンス・リース債務の返済による支出527千円であります。 

 

（訂正後） 

①財政状態の分析 

（流動資産） 

当第２四半期会計期間末の流動資産は720,897千円（前期末比11.3％減）となりました。 

主要な項目として、現金及び預金177,176千円（同7.3％減）、受取手形及び売掛金334,437

千円（同3.0％減）、たな卸資産が146,117千円（同24.1％減）であります。 
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（固定資産） 

当第２四半期会計期間末の固定資産は1,414,325千円（同2.1％減）となりました。 

主要な項目として、本社工場の建物390,944千円（同1.5％減）、機械装置283,710千円（同

7.3％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2,135,223千円（同5.4％減）となりました。 

（流動負債） 

当第２四半期会計期間末の流動負債は1,493,073千円（同3.9％減）となりました。 

主要な項目として、買掛金102,157千円（同30.6％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101,994千円（同56.5％減）であります。 

（固定負債） 

当第２四半期会計期間末の固定負債は512,490千円（同5.1％減）となりました。 

主要な項目として、長期借入金503,527千円（同2.6％増）であります。 

この結果、負債合計は、2,005,563千円（同4.2％減）となりました。 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末の純資産は129,659千円（同20.5％減）となりました。 

これは、当第２四半期累計期間において四半期純損失33,451千円を計上した結果でありま

す。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は

177,176千円となりました。 

当第２四半期会計期間における各キャッシュ・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1,037千円となりました。 

主な要因は、税金等調整前四半期純損失32,166千円、減価償却費41,537千円、たな卸資産

の減少46,503千円、売上債権の減少10,406千円、仕入債務の減少45,113千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、支出した資金は14,484千円となりました。 

主な要因は有形固定資産の取得による支出12,250千円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、支出した資金は527千円となりました。 

要因は、短期借入れによる収入120,000千円、長期借入金の返済による支出120,000千円及

びファイナンス・リース債務の返済による支出527千円であります。 
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５．四半期財務諸表 

（訂正前） 

（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 
当第２四半期会計期間 
（平成 23 年９月 30 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 191,156 177,176

  受取手形及び売掛金 344,931 334,437

  商品及び製品 73,856 36,804

  仕掛品 38,125 43,920

  原材料及び貯蔵品 80,638 65,391

  前渡金 69,582 43,811

  前払費用 18,188 23,971

  その他 8,124 5,177

  貸倒引当金 △12,048 △9,824

  流動資産合計 812,555 720,897

固定資産 

 有形固定資産 

  建物及び構築物（純額） 455,227 441,688

  機械装置及び運搬具（純額） 338,457 315,870

  土地 673,008 673,008

  その他（純額） 29,791 29,528

  有形固定資産合計 1,496,484 1,460,095

 無形固定資産 3,555 3,361

 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 59,843

  長期前払費用 5,200 4,747

  前払年金費用 19,677 18,849

  その他 16,736 15,993

  貸倒引当金 △223,661 △226,358

  投資その他資産合計 43,975 41,576

 固定資産合計 1,544,014 1,505,033

資産合計 2,356,570 2,225,931
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 
当第２四半期会計期間 
（平成 23 年９月 30 日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 147,271 102,157

  短期借入金 930,000 1,050,000

  １年内返済予定の長期借入金 234,570 101,994

  未払金 165,740 144,994

  未払法人税等 4,589 5,293

  災害損失引当金 33,818 29,581

  その他 37,989 58,938

  流動負債合計 1,553,979 1,492,959

 固定負債 

  長期借入金 490,951 503,527

  子会社支援引当金 9,128 －

  繰延税金負債 7,995 7,658

  その他 31,848 1,304

  固定負債合計 539,922 512,490

 負債合計 2,093,902 2,005,449

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 △1,307,799 △1,349,985

  自己株式 △44 △44

  株主資本合計 260,712 218,526

 新株予約権 1,955 1,955

 純資産合計 262,667 220,482

負債純資産合計 2,356,570 2,225,931
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（２）四半期損益計算書 

（第２四半期累計期間） 

（単位：千円） 

  
当第２四半期累計期間 
（自 平成 23 年４月１日 

   至 平成 23 年９月 30 日）

売上高 1,128,296

売上原価 977,180

売上総利益 151,116

販売費及び一般管理費 185,730

営業損失（△） △34,614

営業外収益 

 受取利息 7

 共同制作事業収益金 4,061

 助成金収入 4,726

 その他 5,108

 営業外収益合計 13,903

営業外費用 

 支払利息 28,558

 その他 6,109

 営業外費用合計 34,668

経常損失（△） △55,378

特別利益 

 受取保険金 7,584

 子会社支援引当金戻入額 9,128

 特別利益合計 16,712

特別損失 

 貸倒引当金繰入額 2,234

 特別損失合計 2,234

税金等調整前四半期純損失（△） △40,900

法人税、住民税及び事業税 1,621

法人税調整額 △336

法人税等合計 1,284

四半期純損失（△） △42,182
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

  
当第２四半期累計期間 
（自 平成 23 年４月１日 

  至 平成 23 年９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(△) △40,900

 減価償却費 49,775

 貸倒引当金の増減額(△は減少） 472

 災害損失引当金の増減額(△は減少） △4,236

 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 △7

 支払利息 28,558

 受取保険金 △7,584

 売上債権の増減額(△は増加) 10,406

 たな卸資産の増減額(△は増加) 46,503

 前渡金の増減額(△は増加) 25,741

 仕入債務の増減額(△は減少) △45,113

 その他 △29,700

 小計 81,011

 利息及び配当金の受取額 5

 利息の支払額 △30,007

 保険金の受取額 7,584

 法人税等の支払額 △1,332

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,037

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 △12,250

 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 △14,484

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 
△527

 財務活動によるキャッシュ・フロー △527

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △13,980

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 177,176
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 (５) セグメント情報 

【セグメント情報】 

 当第２四半期連結累計期間（自平成 23 年４月１日 至平成 23 年９月 30 日） 

１．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 

 (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 

827,854 290,698 1,118,553 9,743 1,128,296 － 1,128,296

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 827,854 290,698 1,118,553 9,743 1,128,296 － 1,128,296

セグメント利益又は 
損失(△) 

△26,662 21,464 △5,198 △1,022 △4,175 △30,438 △34,614

（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△30,438千円は、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損失と調整を行っております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 
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（訂正後） 

（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 
当第２四半期会計期間 
（平成 23 年９月 30 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 191,156 177,176

  受取手形及び売掛金 344,931 334,437

  商品及び製品 73,856 36,804

  仕掛品 38,125 43,920

  原材料及び貯蔵品 80,638 65,391

  前渡金 69,582 43,811

  前払費用 18,188 23,971

  その他 8,124 5,177

  貸倒引当金 △12,048 △9,824

  流動資産合計 812,555 720,897

固定資産 

 有形固定資産 

  建物及び構築物（純額） 397,022 390,944

  機械装置及び運搬具（純額） 305,930 283,710

  土地 673,412 673,412

  その他（純額） 23,319 29,457

  有形固定資産合計 1,399,684 1,371,524

 無形固定資産 2,871 2,687

 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 59,843

  長期前払費用 5,200 4,747

  前払年金費用 19,677 18,849

  その他 14,892 14,531

  貸倒引当金 △223,661 △226,358

  投資その他資産合計 42,131 40,114

 固定資産合計 1,444,687 1,414,325

資産合計 2,257,242 2,135,223
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 23 年３月 31 日） 
当第２四半期会計期間 
（平成 23 年９月 30 日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 147,271 102,157

  短期借入金 930,000 1,050,000

  １年内返済予定の長期借入金 234,570 101,994

  未払金 165,740 144,994

  未払法人税等 4,589 5,293

  災害損失引当金 33,818 29,581

  その他 38,218 59,052

  流動負債合計 1,554,208 1,493,073

 固定負債 

  長期借入金 490,951 503,527

  子会社支援引当金 9,128 －

  繰延税金負債 7,995 7,658

  その他 31,848 1,304

  固定負債合計 539,922 512,490

 負債合計 2,094,131 2,005,563

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 △1,407,355 △1,440,807

  自己株式 △44 △44

  株主資本合計 161,156 127,704

 新株予約権 1,955 1,955

 純資産合計 163,111 129,659

負債純資産合計 2,257,242 2,135,223
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（２）四半期損益計算書 

（第２四半期累計期間） 

（単位：千円） 

  
当第２四半期累計期間 
（自 平成 23 年４月１日 

   至 平成 23 年９月 30 日）

売上高 1,128,296

売上原価 968,890

売上総利益 159,406

販売費及び一般管理費 185,286

営業損失（△） △25,880

営業外収益 

 受取利息 7

 共同制作事業収益金 4,061

 助成金収入 4,726

 その他 5,108

 営業外収益合計 13,903

営業外費用 

 支払利息 28,558

 その他 6,109

 営業外費用合計 34,668

経常損失（△） △46,644

特別利益 

 受取保険金 7,584

 子会社支援引当金戻入額 9,128

 特別利益合計 16,712

特別損失 

 貸倒引当金繰入額 2,234

 特別損失合計 2,234

税金等調整前四半期純損失（△） △32,166

法人税、住民税及び事業税 1,621

法人税調整額 △336

法人税等合計 1,284

四半期純損失（△） △33,451
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

  
当第２四半期累計期間 
（自 平成 23 年４月１日 

  至 平成 23 年９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(△) △32,166

 減価償却費 41,537

 貸倒引当金の増減額(△は減少） 472

 災害損失引当金の増減額(△は減少） △4,236

 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 △7

 支払利息 28,558

 受取保険金 △7,584

 売上債権の増減額(△は増加) 10,406

 たな卸資産の増減額(△は増加) 46,503

 前渡金の増減額(△は増加) 25,741

 仕入債務の増減額(△は減少) △45,113

 その他 △30,196

 小計 24,787

 利息及び配当金の受取額 5

 利息の支払額 △30,007

 保険金の受取額 7,584

 法人税等の支払額 △1,332

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,037

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 △12,250

 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 △14,484

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 
△527

 財務活動によるキャッシュ・フロー △527

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △13,980

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 177,176
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 (５) セグメント情報 

【セグメント情報】 

 当第２四半期連結累計期間（自平成 23 年４月１日 至平成 23 年９月 30 日） 

１．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 

 (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 

827,854 290,698 1,118,553 9,743 1,128,296 － 1,128,296

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 827,854 290,698 1,118,553 9,743 1,128,296 － 1,128,296

セグメント利益又は 
損失(△) 

△17,928 21,464 3,535 △1,022 4,558 △30,438 △25,880

（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△30,438千円は、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損失と調整を行っております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

以 上 


