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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25年３月期第１四半期決算短信[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24年８月14日に開示いたしました「平成25年３月期第１四半期決算短信」の

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

ても、本日提出する予定です。 

 

記 

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

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

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

たしました。 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

（百万円未満切捨て）  

１．平成 25 年３月期第１四半期の業績（平成 24年 4 月 1日～平成 24 年６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   ％

25 年 3 月期第 1四半期 494  － △20   － △32   － △8   －
24 年 3 月期第 1四半期 －  － －   － －  － －  －

 

 
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

25 年 3 月期第 1四半期 △0.40 ―   
24 年 3 月期第 1四半期 －  ―   

※平成24年３月期第１四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 24 年３月期第１四半期の経営成績(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

25 年 3 月期第１四半期 2,026 49 2.3  2.34 
24 年 3 月期 2,085 57 2.7  2.73 

（参考）自己資本  25 年３月期第１四半期 47 百万円  24 年 3 月期 55 百万円 
 
（訂正後） 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 25 年３月期第１四半期の業績（平成 24年 4 月 1日～平成 24 年６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   ％

25 年 3 月期第 1四半期 494  － △19   － △30   － △6   －
24 年 3 月期第 1四半期 －  － －   － －  － －  －

 

 
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

25 年 3 月期第 1四半期 △0.32 ―   
24 年 3 月期第 1四半期 －  ―   

※平成24年３月期第１四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 24 年３月期第１四半期の経営成績(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

25 年 3 月期第１四半期 2,023 46 2.2  2.19 
24 年 3 月期 2,080 52 2.4  2.51 

（参考）自己資本  25 年３月期第１四半期 44 百万円  24 年 3 月期 50 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１四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調にあったものの、欧州債

務危機による金融不安の再燃や円高の進行、株価低迷など依然として先行き不透明な状況で

推移しました。 

このような状況の中、当社はデジタルコンテンツ事業における業務リストラクチャリング

と E・COOL 事業の積極展開を中心とした中期事業再建計画を策定し、諸施策を実施しており

ます。しかし、その諸施策は途上であり、効果を得るためには一定の時間を要することから、

当第１四半期累計期間の売上高は494,795千円、営業損失は20,569千円、経常損失は32,457

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。 

 

なお、前第１四半期累計期間は、四半期連結財務諸表を作成していたため、対前年同四半

期比較を記載しておりません。 

 

①デジタルコンテンツ事業 

ＣＤ市場は、音楽ＣＤの 2012 年４月～６月の生産金額は、50,724 百万円（前年同四半期

比 1.9％減）と僅かながらの減少でありました（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）。しかし、音楽ＣＤ以外の分野においては、依然とし

て縮小傾向は続いております。 

また、国内ＤＶＤ市場（セル・レンタル用）の 2012 年４月～６月の売上金額は、44,633

百万円（同 13.3％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、当社のデジタルコンテンツ事業の売上高は 353,038 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 159,289 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 115,434

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

43,854 千円であります。 

また、ＤＶＤ部門においては、主要顧客のローラーを徹底し関係強化を図りつつ、新規案

件の掘り起こしに努めましたが、販売金額は 179,408 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施策

を講じてはきましたが、受注数量の減少が大きく影響し、営業損失 11,287 千円となりまし

た。 

 

②E・COOL 事業 

当第１四半期累計期間において E・COOL 事業の売上増進策として、新規代理店の開拓、展

示会・ビジネスマッチングへの出展、セミナーの開催など認知度向上を図るとともに、CCFL

照明関連事業者 17 社の協力を得て「CCFL 照明普及推進協議会」を発足させ、CCFL 照明の普

及と業界市場の健全な発展の取り組みを始めました。その結果、E・COOL 事業実績はほぼ計

画通りとなり、売上高は 136,674 千円となり営業利益 4,999 千円となりました。 
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（２）財政状態に関する定性的情報 

(資産） 

当第１四半期会計期間末における資産合計は 2,026,008 千円となり、前事業年度末に比べ

59,143 千円の減少となりました。 

流動資産につきましては、現金及び預金 15,313 千円、たな卸資産が 46,265 千円それぞれ増

加したものの、受取手形及び売掛金が 68,898 千円、その他流動資産が 29,161 千円減少した

ことなどにより、前事業年度末に比べて 35,849 千円減少となりました。 

固定資産につきましては、主に有形固定資産 19,277 千円の減少により、前事業年度末に

比べて 23,293 千円の減少となりました。 

（負債） 

当第１四半期会計期間末における負債合計は 1,976,720 千円となり、前事業年度末に比べ

て 51,131 千円減少となりました。 

流動負債につきましては、買掛金 13,404 千円の増加等がありましたが、未払金 36,450 千円

の減少や災害損失引当金23,210千円の減少等により前事業年度末に比べて45,834千円の減

少となりました。 

固定負債につきましては、前事業年度末に比べて 5,296 千円の減少となりました。 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は 49,287 千円となり、前事業年度末に比べ

て 8,011 千円の減少となりました。 

 

（訂正後） 

（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調にあったものの、欧州債

務危機による金融不安の再燃や円高の進行、株価低迷など依然として先行き不透明な状況で

推移しました。 

このような状況の中、当社はデジタルコンテンツ事業における業務リストラクチャリング

と E・COOL 事業の積極展開を中心とした中期事業再建計画を策定し、諸施策を実施しており

ます。しかし、その諸施策は途上であり、効果を得るためには一定の時間を要することから、

当第１四半期累計期間の売上高は494,795千円、営業損失は19,097千円、経常損失は30,985

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。 

 

なお、前第１四半期累計期間は、四半期連結財務諸表を作成していたため、対前年同四半

期比較を記載しておりません。 

 

①デジタルコンテンツ事業 

ＣＤ市場は、音楽ＣＤの 2012 年４月～６月の生産金額は、50,724 百万円（前年同四半期

比 1.9％減）と僅かながらの減少でありました（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）。しかし、音楽ＣＤ以外の分野においては、依然とし

て縮小傾向は続いております。 

また、国内ＤＶＤ市場（セル・レンタル用）の 2012 年４月～６月の売上金額は、44,633

百万円（同 13.3％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、当社のデジタルコンテンツ事業の売上高は 353,038 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 159,289 千円となりました。これ
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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 115,434

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

43,854 千円であります。 

また、ＤＶＤ部門においては、主要顧客のローラーを徹底し関係強化を図りつつ、新規案

件の掘り起こしに努めましたが、販売金額は 179,408 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施策

を講じてはきましたが、受注数量の減少が大きく影響し、営業損失 9,815 千円となりました。 

 

②E・COOL 事業 

当第１四半期累計期間において E・COOL 事業の売上増進策として、新規代理店の開拓、展

示会・ビジネスマッチングへの出展、セミナーの開催など認知度向上を図るとともに、CCFL

照明関連事業者 17 社の協力を得て「CCFL 照明普及推進協議会」を発足させ、CCFL 照明の普

及と業界市場の健全な発展の取り組みを始めました。その結果、E・COOL 事業実績はほぼ計

画通りとなり、売上高は 136,674 千円となり営業利益 4,999 千円となりました。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

(資産） 

当第１四半期会計期間末における資産合計は 2,023,039 千円となり、前事業年度末に比べ

57,670 千円の減少となりました。 

流動資産につきましては、現金及び預金 15,313 千円、たな卸資産が 46,265 千円それぞれ増

加したものの、受取手形及び売掛金が 68,898 千円、その他流動資産が 29,179 千円減少した

ことなどにより、前事業年度末に比べて 35,867 千円減少となりました。 

固定資産につきましては、主に有形固定資産 17,982 千円の減少により、前事業年度末に

比べて 21,803 千円の減少となりました。 

（負債） 

当第１四半期会計期間末における負債合計は 1,976,720 千円となり、前事業年度末に比べ

て 51,131 千円減少となりました。 

流動負債につきましては、買掛金 13,404 千円の増加等がありましたが、未払金 36,450 千円

の減少や災害損失引当金23,210千円の減少等により前事業年度末に比べて45,834千円の減

少となりました。 

固定負債につきましては、前事業年度末に比べて 5,296 千円の減少となりました。 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は 46,318 千円となり、前事業年度末に比べ

て 6,539 千円の減少となりました。 
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４．四半期財務諸表 

（訂正前） 

（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 24 年３月 31 日） 
当第１四半期会計期間 
（平成 24 年６月 30 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 108,623 123,937

  受取手形及び売掛金 408,972 340,073

  商品及び製品 30,439 65,554

  仕掛品 22,156 26,757

  原材料及び貯蔵品 69,474 76,023

  その他 84,717 55,555

  貸倒引当金 △18,821 △18,190

  流動資産合計 705,561 669,771

固定資産 

 有形固定資産 

  建物及び構築物（純額） 422,964 414,096

  機械装置及び運搬具（純額） 225,415 216,029

  土地 656,375 656,375

  その他（純額） 27,419 26,396

  有形固定資産合計 1,332,175 1,312,897

 無形固定資産 3,178 3,086

 投資その他の資産 44,237 40,313

 固定資産合計 1,379,590 1,356,297

資産合計 2,085,152 2,026,008
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 24 年３月 31 日） 
当第１四半期会計期間 
（平成 24 年６月 30 日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 112,976 126,380

  短期借入金 1,050,000 1,030,000

  １年内返済予定の長期借入金 83,417 107,225

  未払金 170,192 133,741

  未払法人税等 7,030 5,721

  災害損失引当金 23,210 －

  その他 48,541 46,464

  流動負債合計 1,495,367 1,449,532

 固定負債 

  長期借入金 522,104 518,296

  繰延税金負債 9,627 8,418

  その他 752 473

  固定負債合計 532,484 527,188

 負債合計 2,027,852 1,976,720

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 △1,513,167 △1,521,179

  自己株式 △44 △44

  株主資本合計 55,344 47,332

 新株予約権 1,955 1,955

 純資産合計 57,299 49,287

負債純資産合計 2,085,152 2,026,008
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（２）四半期損益計算書 

（第１四半期累計期間） 

（単位：千円） 

  
当第１四半期累計期間 
（自 平成 24 年４月１日 

   至 平成 24 年６月 30 日）

売上高 494,795

売上原価 431,341

売上総利益 63,454

販売費及び一般管理費 84,023

営業損失（△） △20,569

営業外収益 

 受取利息 0

 助成金収入 1,579

 為替差益 657

 その他 447

 営業外収益合計 2,684

営業外費用 

 支払利息 13,606

 その他 966

 営業外費用合計 14,573

経常損失（△） △32,457

特別利益 

 固定資産売却益 850

 災害損失引当金戻入額 23,210

 特別利益合計 24,060

税金等調整前四半期純損失（△） △8,397

法人税、住民税及び事業税 823

法人税調整額 △1,209

法人税等合計 △385

四半期純損失（△） △8,011
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 (５) セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成 24 年４月１日 至平成 24 年６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 

売上高及び営業損益 

売上高 
  

(1)外部顧客に対する 
  売上高 

353,038 136,674 489,712 5,083 494,795 － 494,795

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 353,038 136,674 489,712 5,083 494,795 － 494,795

セグメント利益又は 
損失(△) 

△11,287 4,999 △6,287 338 △5,949 △14,619 △20,569

（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△14,619千円は、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 24 年３月 31 日） 
当第１四半期会計期間 
（平成 24 年６月 30 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 108,623 123,937

  受取手形及び売掛金 408,972 340,073

  商品及び製品 30,439 65,554

  仕掛品 22,156 26,757

  原材料及び貯蔵品 69,474 76,023

  その他 84,646 55,467

  貸倒引当金 △18,821 △18,190

  流動資産合計 705,490 669,622

固定資産 

 有形固定資産 

  建物及び構築物（純額） 379,663 373,908

  機械装置及び運搬具（純額） 254,751 243,363

  土地 673,412 673,412

  その他（純額） 21,721 20,882

  有形固定資産合計 1,329,549 1,311,566

 無形固定資産 2,514 2,426

 投資その他の資産 43,156 39,423

 固定資産合計 1,375,219 1,353,416

資産合計 2,080,710 2,023,039
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 24 年３月 31 日） 
当第１四半期会計期間 
（平成 24 年６月 30 日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 112,976 126,380

  短期借入金 1,050,000 1,030,000

  １年内返済予定の長期借入金 83,417 107,225

  未払金 170,192 133,741

  未払法人税等 7,030 5,721

  災害損失引当金 23,210 －

  その他 48,541 46,464

  流動負債合計 1,495,367 1,449,532

 固定負債 

  長期借入金 522,104 518,296

  繰延税金負債 9,627 8,418

  その他 752 473

  固定負債合計 532,484 527,188

 負債合計 2,027,852 1,976,720

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 △1,517,609 △1,524,148

  自己株式 △44 △44

  株主資本合計 50,902 44,363

 新株予約権 1,955 1,955

 純資産合計 52,857 46,318

負債純資産合計 2,080,710 2,023,039
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（２）四半期損益計算書 

（第１四半期累計期間） 

（単位：千円） 

  
当第１四半期累計期間 
（自 平成 24 年４月１日 

   至 平成 24 年６月 30 日）

売上高 494,795

売上原価 430,066

売上総利益 64,729

販売費及び一般管理費 83,826

営業損失（△） △19,097

営業外収益 

 受取利息 0

 助成金収入 1,579

 為替差益 657

 その他 447

 営業外収益合計 2,684

営業外費用 

 支払利息 13,606

 その他 966

 営業外費用合計 14,573

経常損失（△） △30,985

特別利益 

 固定資産売却益 850

 災害損失引当金戻入額 23,210

 特別利益合計 24,060

税金等調整前四半期純損失（△） △6,925

法人税、住民税及び事業税 823

法人税調整額 △1,209

法人税等合計 △385

四半期純損失（△） △6,539
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 (５) セグメント情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成 24 年４月１日 至平成 24 年６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 

売上高及び営業損益 

売上高 
  

(1)外部顧客に対する 
  売上高 

353,038 136,674 489,712 5,083 494,795 － 494,795

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 353,038 136,674 489,712 5,083 494,795 － 494,795

セグメント利益又は 
損失(△) 

△9,815 4,999 △4,815 338 △4,477 △14,619 △19,097

（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△14,619千円は、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 


