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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第１四半期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 経営成績                              （％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（当期）純利益

 百万円       ％ 百万円       ％ 百万円       ％ 百万円       ％

20 年３月期第１四半期 738 (△6.7) 27 (△50.0) 11 (△71.2) 2 (△87.4)

19 年３月期第１四半期 792 (  － ) 54 (  －  ) 39 (  －  ) 23 (  －  )

19 年３月期 3,337    － 226    － 144    － 71    － 

 
潜在株式調整後 １株当たり四半期 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 （当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年３月期第１四半期 0  18 －  － 

19 年３月期第１四半期 1  77 －  － 

19 年３月期 4  95 －  － 

 
(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

20 年３月期第１四半期 3,972 1,578 39.7 105  10 

19 年３月期第１四半期 3,793 1,262 33.3 94  18 

19 年３月期 3,951 1,654 41.9 104  08 

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
 

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高
 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期第１四半期 113 △161 △49 164 

19 年３月期第１四半期 191 △43 △112 260 

19 年３月期 380 △316 △27 262 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円   銭  円   銭  円   銭 
－   － 1  50 1  50 19 年 3 月期 

－   － －  － 20 年 3 月期 
1  00 

－   － 1  00 20 年 3 月期（予想） 

(注) 19 年３月期配当金の内訳  普通配当 １円、記念配当  50 銭 
 
３．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
１株当たり 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
当期純利益 

百万円      ％  百万円      ％ 百万円      ％百万円  ％ 円    銭

中  間  期 1,629 (4.6) 81 (△25.3) 51 (△33.0) 21 (△49.0) 1  38 

通     期 3,550 (6.4) 239 (   5.7) 170 (  17.9) 84 (  17.7) 5  31 
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４．その他 
  
(1) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

［（注）詳細は、13 ページ「会計処理の変更」をご覧ください。］ 
(3) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、名古屋証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示
等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  （将来に関する記述についてのご注意） 
    本資料に規されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理 
  的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能 
  性があります。 
    業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、４ページ 
  「【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

  当第 1 四半期における我が国の経済は、企業収益の改善を背景に設備投資が増加する等引き続き

好調に推移し、また個人消費も持ち直しつつあることから、全体としては緩やかな回復基調にあり

ます。しかしながら、一方においては、原油価格の高止まりや世界経済の先行きに懸念があり、今

後の動向には十分留意する必要があります。 
  当社が関連する国内の CD 業界において、音楽 CD の 2007 年 4 月～６月の生産金額は 64,424 百

万円（前年同期比 4.6%減)と前年実績を僅かに下回りました。（社団法人日本レコード協会統計資料

「オ－ディオレコ－ド生産実績」から抜粋） 
  このような状況にあって、当社の音楽 CD を含む CD-DA（オーディオ CD）の販売金額は 264,584
千円（前年同期比 16.2%減）、複合型 CD（CD-ROM）の販売金額は 147,537 千円（前年同期比 20.0%
減）となり、CD 合計の販売金額は 412,121 千円（前年同期比 17.6%減）と前年実績を大きく下回

る結果となりました。この減少は、携帯電話による着うたダウンロードやパソコン向けインターネ

ット配信サービス、コンテンツの大容量化に伴うメディア切換え等の影響によると推測されます。 
  また、国内の DVD 市場は、DVD ビデオ（セル・レンタル用）の 2007 年 4 月～６月の売上金額

が 71,533 百万円（前年同期比 9.3%減少）と前年実績を下回る結果となりました。（社団法人映像ソ

フト協会統計資料「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、当社における DVD の販売金額は 289,494 千円（前年同期比 36.8%増）

と大幅な増加となりました。これは、当社がこれまで実施してきた DVD 生産ラインの増強や TV ア

ニメ共同制作事業への参画等により、特に成長性の高いアニメーション・芸能・趣味・教養ジャン

ルにおける受注促進が成果に結びついたことによるものです。 
  なお、前記の国内における CD 及び DVD 市場の動向及び販売の見通しに関し、当社の今期の業績

予想はこれらの要素を織り込んだものとなっております。 
  スタンパー（光ディスク生産用原盤）部門は、国内同業社向けのコンテンツ入り CD・DVD スタ

ンパー販売のほか、台湾を中心とする東南アジア地域を始め韓国、インドの光ディスク・プレスメ

ーカーに対する CD-Ｒ/RW 及び DVD±R スタンパーの販売拡大を積極的に推進してまいりました。 
  しかしながら、国内同業者向けのスタンパー販売は、国内の CD・DVD 市場の影響により低調に

推移し、また、記録メディアの世界市場においては、依然として CD-R/RW の需要が底堅く DVD±

R へのメディア移行が遅れ気味の状況が続いております。この状況により、スタンパーの販売金額

は 25,717 千円（前年同期比 62.7%減）と前期実績を大幅に下回りました。 
  これらの結果、当第 1 四半期における売上高は、前期実績を僅かに下回る 738,981 千円（前年同

期比 6.7%減）となり、営業利益は、製造原価低減の取り組みにもかかわらず収益性の高いスタンパ

ー販売の減少が影響し 27,167 千円（前年同期比 50.0%減）、経常利益は 11,271 千円（前年同期比

71.2%減）、四半期純利益は 2,989 千円（前年同期比 87.4%減）となりました。 
 

２．財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

  流動資産は 1,151,728 千円（前年同期比 1.2%減）となりました。これは主に売掛金が 26,569 千

円、たな卸資産が 48,925 千円増加し、現金及び預金が 96,536 千円減少したことによるものです。 
  固定資産は2,820,721千円（前年同期比7.4%増）となりました。これは主に有形固定資産が172,055
千円増加したことによるものです。 
  この結果、総資産合計は 3,972,450 千円（前年同期比 4.7%増）となりました。 

（負債の部） 

  流動負債は 1,495,451 千円（前年同期比 8.3%増）となりました。これは主に買掛金が 29,659 千

円、短期借入金が 30,000 千円、設備未払金を含む未払金が 63,551 千円増加したことによるもので

す。 
  固定負債は 898,392 千円（前年同期比 21.9%減)となりました。これは主に長期借入金 251,871 千

円が減少したことによるものです。 
  この結果、負債合計は 2,393,843 千円（前年同期比 5.4%減）となりました。 
（純資産の部） 

  純資産合計は 1,578,606 千円（前年同期比 25.1%増）となりました。これは主に昨年の増資によ

り資本金 172,500 千円、資本準備金 172,500 千円が増加し、加えて利益剰余金 27,027 千円が増加し、

自己株式の取得に伴い 55,440 千円が減少したことによるものです。 
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②キャッシュ・フローの状況 
  当第 1 四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、営業活動によ

るキャッシュ・フローが 113,321 千円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローが 161,871 千円

減少、及び財務活動によるキャッシュ・フローが 49,933 千円減少したことにより、前期末と比較し

98,476 千円の減少となりました。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
  営業活動の結果、増加した資金は 113,321 千円であります。これは主に税引前四半期純利益 7,157
千円、減価償却費 66,536 千円、売上債権の減少 50,405 千円、仕入債務の増加 30,585 千円、たな卸

資産の増加 29,467 千円及び法人税等の支払 37,577 千円によるものです。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
  投資活動の結果、減少した資金は 161,871 千円であります。これは主に有形固定資産の取得

157,871 千円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） 
  財務活動の結果、減少した資金は 49,933 千円であります。これは主に長期借入金の返済 62,601
千円、自己株式の取得 55,679 千円及び短期借入れによる収入 80,000 千円によるものであります。

 

３．業績予想に関する定性的情報 

  当社が関連する光ディスク業界は、CD 市場が減少傾向にある中で一部プレスメーカーにおいて不

採算による事業撤退も出始めており、業界再編の兆しを背景に市場環境が厳しくなることが予想さ

れます。当社はこの状況にあって、独立系メーカーとしての強みを発揮しながらシェア拡大を図り、

業界におけるさらなる地位の向上に努めます。ディスク生産体制の強化充実、DVD 部門の営業強化

及び増産体制の確立、DVD±R スタンパーの販売拡大を図り、利益向上策の推進に積極的に取り組

んでまいります。 
  当期の業績見通しにつきましては、売上高 3,550 百万円（前期比 6.4%増）、営業利益 239 百万円

（前期比 5.7%増）、経常利益 170 百万円（前期比 17.9%増）、当期純利益 84 百万円（前期比 17.7%
増）を見込んでおります。 
  なお、平成 19 年５月 18 日付けの平成 19 年３月期決算短信に記載しております「平成 20 年 3 月

期の業績予想」に変更はありません。 

 

４．その他 

(1)会計処理の方法における簡便な方法の採用 

  減価償却費の計上については、簡便的な手続きによっております。 

(2)最近事業年度からの会計処理の方法の変更 

  当事業年度より法人税等の改正に伴い、平成19年４月１日以降取得する有形固定資産については、

改正法人税等に規定する減価償却費を計上しております。 

  なお、この変更による営業利益、経常利益、税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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５．（要約）四半期財務諸表 
(1)（要約）四半期貸借対照表 

（単位：千円、％） 
前年同四半期末
(平成19年３月期 

   第１四半期期末 )

当四半期末 
(平成20年３月期 

     第１四半期期末 ）
増減 (参考) 前期末 

(平成19年３月期末) 
科目 

金     額 金     額 金  額 増減率 金     額 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

  １．現金及び預金 275,188 178,651 △96,536 △35.1 277,127 

  ２．受取手形      ※４ 200,922 208,892 7,969 4.0 281,555 

  ３．売掛金 527,867 554,436 26,569 5.0 532,179 

  ４．たな卸資産 85,420 134,346 48,925 57.3 98,448 

  ５．その他 76,938 75,743 △1,194 △1.6 82,557 

   貸倒引当金 △ 183 △ 343 △160 △87.4 △ 329 

  流動資産合計 1,166,154 1,151,728 △14,426 △1.2 1,271,540 

Ⅱ．固定資産      

  １．有形固定資産  ※１      

   (1) 建物         ※２ 697,279 680,329 △16,949 △2.4 677,592 

   (2) 機械及び装置 ※２ 831,414 1,003,756 172,341 20.7 876,159 

   (3) 土地         ※２ 926,225 926,225 － － 926,225 

   (4) その他 47,303 63,967 16,663 35.2 65,764 

  有形固定資産合計 2,502,223 2,674,278 172,055 6.9 2,545,741 

  ２．無形固定資産 14,008 11,294 △2,714 △19.4 12,005 

  ３．投資その他の資産 111,217 135,542 24,325 21.9 122,602 

     貸倒引当金 － △394 △394 － △394 

固定資産合計 2,627,448 2,820,721 193,272 7.4 2,679,955 

資産合計 3,793,603 3,972,450 178,846 4.7 3,951,495 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（単位：千円、％） 
前年同四半期末 
(平成19年３月期 

     第１四半期期末 ) 

当四半期末 
(平成20年３月期 

     第１四半期期末 ）
増減 (参考) 前期末 

(平成19年３月期末) 
科目 

金     額 金     額 金  額 増減率 金     額 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

  １．買掛金 100,344 130,004 29,659 29.6 99,418 

  ２．短期借入金 750,000 780,000 30,000 4.0 700,000 
  ３．一年以内返済予定 
      長期借入金 ※２ 248,937 251,871 2,934 1.2 251,871 

  ４．未払金 － 233,449 233,449 － 169,116 

  ５．賞与引当金 50,770 51,957 1,187 2.3 31,647 

  ６．その他      ※５ 231,269 48,169 △183,100 △79.2 83,542 

  流動負債合計 1,381,321 1,495,451 114,129 8.3 1,335,595 

Ⅱ  固定負債      

  １．長期借入金  ※２ 1,150,013 898,142 △251,871 △21.9 960,743 

  ２．その他 250 250 － － 250 

固定負債合計 1,150,263 898,392 △251,871 △21.9 960,993 

負債合計 2,531,584 2,393,843 △137,741 △5.4 2,296,588 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

  １．資本金 782,000 954,500 172,500 22.1 954,500 

  ２．資本剰余金      

    (１)資本準備金 292,000 464,500 172,500 59.1 464,500 

  ３．利益剰余金      

    (１)その他利益剰余金      

       繰越利益剰余金 188,019 215,046 27,027 14.4 235,907 

  ４．自己株式 － △ 55,440 △55,440 － － 

株主資本合計 1,262,019 1,578,606 316,587 25.1 1,654,907 

純資産合計 1,262,019 1,578,606 316,587 25.1 1,654,907 

負債・純資産合計 3,793,603 3,972,450 178,846 4.7 3,951,495 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(２)（要約）四半期損益計算書 
（単位：千円、％） 

前年同四半期 
(平成19年３月期 

     第１四半期 ) 

当四半期 
(平成20年3月期 

     第１四半期 ）
増減 (参考) 前期 

(平成19年３月期) 
科目 

金     額 金     額 金  額 増減率 金     額 

Ⅰ 売上高 792,452 738,981 △53,470 △6.7 3,337,810 

Ⅱ 売上原価 641,565 614,123 △27,442 △4.3 2,721,914 

   売上総利益 150,887 124,858 △26,028 △17.3 615,895 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 96,592 97,690 1,098 1.1 389,152 

   営業利益 54,294 27,167 △27,127 △50.0 226,743 

Ⅳ 営業外収益     ※１ 6,963 6,957 △5 △0.1 30,349 

Ⅴ 営業外費用     ※２ 22,113 22,853 740 3.3 112,915 

   経常利益 39,144 11,271 △27,873 △71.2 144,177 

Ⅵ 特別利益 47 － △47 － － 

Ⅶ 特別損失       ※３ － 4,114 4,114 － 15,388 

  税引前四半期(当期) 
  純利益 

39,191 7,157 △32,034 △81.7 128,788 

  法人税、住民税及び 
  事業税 810 4,015 3,205 395.7 37,596 

  法人税等調整額 14,607 152 △14,455 △99.0 19,530 

  四半期(当期)純利益 23,774 2,989 △20,784 △87.4 71,662 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（３）四半期株主資本等変動計算書 
前年同四半期（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日）                                    （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 
その他利 
益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 資本剰余金 

合計 繰越利益 
剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 
合計 

純資産 
合計 

平成 18 年 3 月 31 日残高 782,000 292,000 292,000 164,245 164,245 1,238,245 1,238,245 

第１四半期中の変動額        

第１四半期純利益 － － － 23,774 23,774 23,774 23,774 

株主資本以外の項目の 
第１四半期中の変動額（純額） － － － － － － － 

第１四半期中の変動額合計 － － － 23,774 23,774 23,774 23,774 

平成 18 年 6 月 30 日残高 782,000 292,000 292,000 188,019 188,019 1,262,019 1,262,019 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
 
当四半期（平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日）                                          （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 
その他利
益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 資本剰余

金合計 繰越利益
剰余金 

利益剰余金

合計 
自己株式 株主資本 

合計 

純資産 
合計 

平成 19年 3月 31日残高 954,500 464,500 464,500 235,907 235,907 － 1,654,907 1,654,907 

第１四半期中の変動額         

剰余金の配当 － － － △23,850 △23,850 － △23,850 △23,850 

第１四半期純利益 － － － 2,989 2,989 － 2,989 2,989 

自己株式の取得 － － － － － △55,440 △55,440 △55,440 

株主資本以外の項目の第１四
半期中の変動額（純額） － － － － － － － － 

第１四半期中の変動額合計 － － － △20,861 △20,861 △55,440 △76,301 △76,301 

平成 19年 6月 30日残高 954,500 464,500 464,500 215,046 215,046 △55,440 1,578,606 1,578,606 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（参考）前期（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年３月 31 日）                                     （単位：千円） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 
その他利 
益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 資本剰余金 

合計 繰越利益 
剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 
合計 

純資産 
合計 

平成 18 年 3 月 31 日残高 782,000 292,000 292,000 164,245 164,245 1,238,245 1,238,245 

事業年度中の変動額        

新株の発行 172,500 172,500 172,500 － － 345,000 345,000 

当期純利益 － － － 71,662 71,662 71,662 71,662 

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） － － － － － － － 

事業年度中の変動額合計 172,500 172,500 172,500 71,662 71,662 416,662 416,662 

平成 19 年 3 月 31 日残高 954,500 464,500 464,500 235,907 235,907  1,654,907 1,654,907 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(４)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書                                   （単位：千円） 

 
前年同四半期 

（平成19年３月期 
    第１四半期 ） 

当四半期 
（平成20年３月期 

    第１四半期 ） 
(参考) 前期 

(平成 19 年３月期) 

区    分 金     額 金     額 金     額 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前第１四半期（当期）純利益 39,191 7,157 128,788 
減価償却費 65,991 66,536 293,726 
賞与引当金の増加額（△減少額） 19,860 20,310 737 
貸倒引当金の増加額（△減少額） △47 14 493 
受取利息及び受取配当金 △0 △3 △100 
支払利息 15,106 13,399 58,509 
固定資産除却損 － 4,114 15,388 
たな卸資産の減少額（△増加額） △1,022 △29,467 △20,480 
売上債権の減少額（△増加額） 115,575 50,405 29,842 
仕入債務の増加額（△減少額） △30,103 30,585 △31,029 
未払消費税の増加額（△減少額） △10,910 △5,684 △13,678 
その他 △4,034 6,108 △18,201 

小計 209,605 163,475 443,994 
利息及び配当金の受取額 0 3 100 
利息の支払額 △15,037 △12,580 △60,340 
法人税等の支払額 △3,240 △37,577 △3,240 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 191,328 113,321 380,515 
Ⅱ 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 △43,540 △157,871 △316,459 
無形固定資産の取得による支出 － － △130 
関係会社株式の取得による支出 － △4,000 － 
定期預金の預入による支出 － － △14,202 
定期預金払戻による支出 － － 14,201 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △43,540 △161,871 △316,589 
Ⅲ 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 － 80,000 － 
短期借入金の返済による支出 △50,000 － △100,000 
長期借入金の返済による支出 △62,601 △62,601 △248,937 
株式の発行による収入 － － 341,238 
株式公開費用 － － △20,031 
自己株式の取得による支出 － △55,679 － 
配当金の支払額 － △11,653 － 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △112,601 △49,933 △27,730 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 7 931 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 35,186 △98,476 37,126 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 225,799 262,925 225,799 
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高（※１） 260,986 164,449 262,925 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前年同四半期 

平成19年３月期 
第１四半期 

当四半期 

平成20年３月期 
第１四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期） 

１.重要な資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 

――――― 

 

(2)デリバティブ 

              時価法 

(3)たな卸資産 

   製品 

            総平均法による原価法 

   仕掛品 

            総平均法による原価法    

原材料 

            総平均法による原価法 

１.重要な資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券 

    関連会社株式 

      移動平均法による原価法 

(2)デリバティブ 

                同  左 

(3)たな卸資産 

   製品 

                同  左 

   仕掛品 

                同  左 

   原材料 

                同  左 

１.重要な資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券 

――――― 

 

(2)デリバティブ 

              同  左 

(3)たな卸資産 

   製品 

              同  左 

   仕掛品 

              同  左 

   原材料 

              同  左 

２.固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

    建物 

             定額法 

    建物以外の有形固定資産 

             定率法 

    なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

    建物              3～40年 

    機械及び装置      3～12年 

(2)無形固定資産 

    ソフトウェア（自社利用目的の 

もの） 

    利用可能期間(5年)による定額法 

２.固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

   建物 

             同  左 

   建物以外の有形固定資産 

             同  左 

    なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

    建物              3～40年 

    機械及び装置      3～12年 

(2)無形固定資産 

    ソフトウェア（自社利用目的の 

もの） 

             同  左 

２.固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

   建物 

             同  左 

   建物以外の有形固定資産 

             同  左 

    なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

    建物              3～40年 

    機械及び装置      3～12年 

(2)無形固定資産 

   ソフトウェア（自社利用目的の 

もの） 

              同  左 

３.繰延資産の処理方法 

――――― 

 

３.繰延資産の処理方法 

――――― 

 

３.繰延資産の処理方法 

   株式交付費は、支出時に全額費用 

処理しております。 

４．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備えるた 

 め、一般債権については貸倒実績率に 

 より、貸倒懸念債権等の特定の債権に 

 ついては個別に回収可能性を検討し、 

 回収不能見込額を計上しております。 

(2)賞与引当金 

   従業員に対する賞与の支払に充てる 

 ため、支給見込額に基づき、当第１四 

 半期会計期間に見合う金額を計上して 

 おります。 

(3)退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当 

 第１四半期会計期間における退職給付 

 債務及び年金資産の見込額に基づき簡 

 便法により計上しております。 

   なお、当第１四半期会計期間におい 

 ては、年金資産が退職給付債務を上 

 回っているため、退職給付引当金残高 

 はありません。 

４．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

同  左 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

同  左 

 

 

 

(3)退職給付引当金 

同  左 

４．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

同  左 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

   従業員に対する賞与の支払に充て 

 るため、支給見込額に基づき、当期 

 に見合う金額を計上しております。 

 

(3)退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、 

 事業年度末における退職給付債務及 

 び年金資産の見込額に基づき簡便法 

 により計上しております。 

   なお、当事業年度末においては、 

 年金資産が退職給付債務を上回って 

 いるため、退職給付引当金残高はあ 

 りません。 

 

 11
 



㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第１四半期財務・業績の状況   

前年同四半期 

平成19年３月期 
第１四半期 

当四半期 

平成20年３月期 

第１四半期

（参考）前期 

（平成19年３月期） 

５.リース取引の処理 

   リース物件の所有権が借主に移転す 

 ると認められるもの以外のファイナン 

 ス・リース取引については、通常の賃 

 貸借取引に係る方法に準じた会計処理 

 によっております。 

５.リース取引の処理 

同  左 

５.リース取引の処理 

同  左 

６.ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

   金利スワップについては、特例処理 

 の要件を満たしているものについて 

 は、特例処理を採用しております。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段    金利スワップ 

    ヘッジ対象    借入金の利息 

(3)ヘッジの方針 

   借入金の金利変動リスクを回避する 

 目的で金利スワップ取引を行ってお 

 り、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に 

 行っております。 

(4)ヘッジの有効性評価の方法 

   金利スワップの特例処理の要件を満 

 たしているものについては、有効性の 

 判定を省略しております。 

６.ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

                同 左 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

                同 左 

 

(3)ヘッジの方針 

                同 左 

 

 

 

(4)ヘッジの有効性評価の方法 

                同 左 

６.ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

                同 左 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

                同 左 

 

(3)ヘッジの方針 

                同 左 

 

 

 

(4)ヘッジの有効性評価の方法 

                同 左 

７．第１四半期キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 
 
   手許現金、要求払預金及び取得日か 

 ら3ヶ月以内に満期日の到来する流動 

 性の高い、容易に換金可能であり、か 

 つ、価値の変動について僅少なリスク 

 しか負わない短期的な投資でありま 

 す。 

７．第１四半期キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 

              同 左 
 

７．キャッシュ・フロー計算書に 

おける資金の範囲 

 

              同 左 
 

８．その他第１四半期財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は税抜方式に 

 よっております。 

８．その他第１四半期財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

               同 左 

８．その他財務諸表作成のための基本

  となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

               同 左 
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会計処理の変更 

前年同四半期 

平成19年３月期 
第１四半期 

当四半期 

平成20年３月期 

第１四半期

（参考）前期 

（平成19年３月期） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

   当第１四半期会計期間より、「貸借 

 対照表の純資産の部の表示に関する会 

 計基準」（企業会計基準第５号平成17 

 年12月９日）及び「貸借対照表の純資 

 産の部の表示に関する会計基準等の適 

 用指針」（企業基準適用指針第８号平 

 成17年12月９日）を適用しておりま 

 す。 

   従来の資本の部の合計に相当する金 

 額は1,262,019千円であります。 

 
――――― 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

   当事業年度より「貸借対照表の純資

 産の部の表示に関する会計基準」（企

 業会計基準第５号平成17年12月9日）

 及び「貸借対照表の純資産の部の表示

 に関する会計基準等の適用指針」（企

 業会計基準適用指針第8号平成17年12

 月9日）を適用しております。 

   なお、従来の資本の部の合計に相当

 する金額は、1,654,907千円でありま

 す。 

   財務諸表等規則の改正により、当事

 業年度における貸借対照表の「純資産

 の部」については、改正後の財務諸表

 等規則により作成しております。 

 

――――― 

 

――――― 

（廃材売却収入の会計処理） 

   廃材売却収入は従来、営業外収益と

 して計上しておりましたが、当事業年

 度から製造費用（売上原価）の控除項

 目として計上する方法に変更しまし 

 た。 

   この変更は当社のCD・DVDの製造

 において発生する主要材料費であるポ

 リカーボネイトの売却価格の上昇に 

 伴って、その金額的重要性が増してき

 たため、製造費用（売上原価）の控除

 項目として計上することによって、よ

 り適正な材料費を算出して原価管理を

 適切に行うためのものであります。 

   この変更により、売上原価及び営業

 外収益は36,032千円減少しておりま 

 す。 

   この結果、従来と同一の方法を採用

 した場合と比べ、売上総利益及び営業

 利益は36,032千円増加し、経常利益に

 与える影響はありません。 

   この変更は、当社のCD・DVDの製

 造において発生する主要材料費である

 ポリカーボネイトの廃材売却収入は従

 来、営業外収益として計上しておりま

 したが、第２四半期から売却価格の上

 昇に伴って、その金額的重要性が増し

 てきたことから、当第１四半期会計期

 間は従来の方法によっておりました。

 従って、当第１四半期会計期間は、変

 更後の方法によった場合に比べ、売上

 原価及び営業外収益は6,366千円少な

 く、売上総利益及び営業利益は6,366

 千円多く計上され、経常利益に与える

 影響はありません。 

 

 

 

 

 13
 



㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第１四半期財務・業績の状況   

前年同四半期 

平成19年３月期 
第１四半期 

当四半期 

平成20年３月期 
第１四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期） 

 
――――― 

(固定資産の減価償却方法の変更) 

   当四半期会計期間から、法人税等

 の改正（(所得税法等の一部を改正す

 る法律平成19年３月30日 法律第6号)

 及び(法人税法施行令の一部を改正す

 る政令 平成19年３月30日政令第83 

 号)）に伴い、平成19年４月１日以降

 に取得したものについては、改正後

 の法人税法に基づく方法に変更して

 おります。 

   なお、この変更よる営業利益、経

 常利益、税引前四半期純利益に与え

 る影響は軽微であります。 
 

 
――――― 
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表示方法の変更 

前年同四半期 

平成19年３月期 
第１四半期 

当四半期 

平成20年３月期 
第１四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期） 

 
―――――― 

（貸借対照表） 

   流動負債の「未払金」は前年同四

 半期末はその他に含めて表示してお

 りましたが、金額的重要性がました

 ため区分掲記しております。なお、

 前年同四半期末の「未払金」は、 

 169,898千円であります。 

 
―――――― 

 

追加情報 

前年同四半期 

平成19年３月期 
第１四半期 

当四半期 

平成20年３月期 
第１四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期） 

 
―――――― 

（廃材売却収入の会計処理） 

   廃材売却収入は、前中間会計期間

 から製造費用（売上原価）の控除項

 目として計上する方法に変更してい

 ます。 

   この変更は当社のCD・DVDの製

 造において発生する主要材料費であ

 るポリカーボネイトの売却価格の上

 昇に伴って、その金額的重要性が増

 してきたため、製造費用（売上原 

 価）の控除項目として計上すること

 によって、より適正な材料費を算出

 して原価管理を適切に行うためのも

 のであります。 

   この結果、前第1四半期会計期間に

 ついて変更後の方法によった場合に

 は、売上原価及び営業外収益は6,366

 千円少なく、売上総利益及び営業利

 益は6,366千円多く計上され、経常利

 益に与える影響はありません。 

 
―――――― 

 

 



㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第１四半期財務・業績の状況   

（四半期貸借対照表関係） 

前年同四半期末 

平成19年３月期 
第１四半期末 

当四半期末 

平成20年３月期 
第１四半期末 

（参考）前期末 

（平成19年３月期末） 

※１.有形固定資産の減価償却累計額 

         4,827,026千円 

※２．担保資産及び担保付債務 

（担保に供している資産） 

  建        物     697,256千円 

  機械及び装置     831,414千円 

  土        地     926,225千円 

        計       2,354,896千円 

    （上記のうち工場財団設定分） 

  建        物     697,256千円 

  機械及び装置     831,414千円 

  土        地     486,025千円 

        計      2,014,696千円 

 (上記に対応する債務)  

  １年以内返済予定 

  長期借入金       188,937千円 

  長期借入金     1,030,013千円 

      計         1,218,950千円 

  （うち工場財団分 897,600千円） 

※１.有形固定資産の減価償却累計額

         4,799,255千円 

※２．担保資産及び担保付債務 

（担保に供している資産） 

  建        物     680,307千円 

  機械及び装置   1,003,756千円 

  土        地     926,225千円 

        計       2,610,288千円 

    （上記のうち工場財団設定分） 

  建        物     680,307千円 

  機械及び装置   1,003,756千円 

  土        地     486,025千円 

        計      2,170,088千円 

 (上記に対応する債務)  

  １年以内返済予定 

  長期借入金       191,871千円 

  長期借入金       838,142千円 

      計         1,030,013千円 

 （うち工場財団分  724,000千円） 

※１.有形固定資産の減価償却累計額

           4,811,598千円 

※２．担保資産及び担保付債務 

（担保に供している資産） 

  建        物     677,569千円 

  機械及び装置     876,159千円 

  土        地     926,225千円 

        計       2,479,954千円 

    （上記のうち工場財団設定分） 

  建        物     677,569千円 

  機械及び装置     876,159千円 

  土        地     486,025千円 

        計      2,039,754千円 

 (上記に対応する債務)  

  １年以内返済予定 

  長期借入金       191,871千円 

  長期借入金       885,743千円 

      計         1,077,614千円 

  （うち工場財団分 768,000千円） 

３．受取手形割引高  32,624千円      ３．受取手形割引高  70,390千円 

    受取手形裏書譲渡高 9,773千円     受取手形裏書譲渡高 4,581千円 

３．受取手形割引高        ― 

    受取手形裏書譲渡高 2,947千円 

※４.   ――――― 

 

※４．期末日満期手形 

   期末日満期手形の会計処理は、手

 形交換日をもって決済処理しており

 ます。なお、当四半期会計期間の末

 日は金融機関が休日であったため、

 次の期末日満期手形が期末残高に含

 まれております。 

  受取手形           22,433千円 

※４．期末日満期手形 

   期末日満期手形の会計処理は、手

 形交換日をもって決済処理しており

 ます。なお、当事業年度の末日は金

 融機関が休日であったため、次の期

 末日満期手形が期末残高に含まれて

 おります。 

  受取手形           11,814千円 

※５．消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は相 

 殺のうえ、流動負債のその他に含めて 

 表示しております。 

※５．消費税等の取扱い 

同 左 

※５．消費税等の取扱い 

同 左 
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（四半期損益計算書関係） 

前年同四半期 

平成19年３月期 
第１四半期 

当四半期 

平成20年３月期 
第１四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期） 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

廃材売却収入      6,366千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息         15,106千円 

支払手数料        6,258千円 

※３．      ――――― 

             

４．減価償却実施額 

有形固定資産     65,285千円 

無形固定資産        705千円 
 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

共同制作事業収益金 5,868千円

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息          13,394千円

共同制作事業費用   6,635千円

※３．特別損失のうち主要なもの 

  固定資産除却損   4,114千円

４. 減価償却実施額 

有形固定資産      65,825千円

無形固定資産         711千円
 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

共同制作事業収益金 21,388千円

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息         58,509千円

共同制作事業費用 24,363千円

※３．特別損失のうち主要なもの 

      固定資産除却損  15,388千円

４．減価償却実施額 

有形固定資産    290,887千円

無形固定資産      2,838千円

 

 



㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第１四半期財務・業績の状況   

（株主資本等変動計算書関係） 

前年同四半期（自 平成18年４月１日至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末(株） 増加（株） 減少（株） 当四半期末(株) 

普通株式 13,400,000 ― ― 13,400,000 

２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません 

 

当四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末(株） 増加（株） 減少（株） 当四半期末(株) 

普通株式 15,900,000 ― ― 15,900,000 

 

    ２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末(株） 増加（株） 減少（株） 当四半期末(株) 

普通株式 ― 880,000 ― 880,000 

（注）普通株式の自己株式数の増加額880,000株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加880,000株で 

      あります。 

    ３．新株予約権等に関する事項 

        純資産の部に計上されている新株予約権の残高は、ありません。 

    ４．配当に関する事項 

       (1)配当金支払額 

決    議 
株式の 
種類 

配当の原資
配当金の 
総額 

１株当たり 
配 当 額 

基準日 効力発生日 

平成19年6月22日
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 23,850千円 １円50銭 平成19年３月31日 平成19年６月25日

 

（参考）前期（自  平成18年４月１日  至  平成19年３年31日） 

    １．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末(株） 増加（株） 減少（株） 当事業年度末(株) 

普通株式 13,400,000 2,500,000 ― 15,900,000 

      （変動事由の概要） 

        増加数の内訳は、次の通りであります。 

        公募増資に伴う新株式の発行による増加   2,500,000株 

    ２．自己株式に関する事項 

       該当事項はありません。 

    ３．新株予約権等に関する事項 

        純資産の部に計上されている新株予約権の残高は、ありません。 

    ４．配当に関する事項 

       (1)配当金支払額 

         該当事項はありません。 

       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

          次のとおり、決議を予定しております。 

決    議 
株式の 
種類 

配当の原資
配当金の 
総額 

１株当たり 
配 当 額 

基準日 効力発生日 

平成19年6月22日
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 23,850千円 １円50銭 平成19年３月31日 平成19年６月25日
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㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第１四半期財務・業績の状況   

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前年同四半期 

平成19年３月期 
第１四半期 

当四半期 

平成20年３月期 

第１四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期） 

※１．現金及び現金同等物の四半期

末残高と四半期貸借対照表に

掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成18年６月30日現在） 

  現金及び預金     275,188千円 

預入期間が3ヶ月を 

超える定期預金    △  14,201千円

 現金及び現金同等物 260,986千円 

 

※１．現金及び現金同等物の四半期

期末残高と四半期貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成19年６月30日現在） 

  現金及び預金     178,651千円

預入期間が3ヶ月を 

超える定期預金    △  14,202千円

 現金及び現金同等物 164,449千円

 

※１．現金及び現金同等物の期末残

高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

 

（平成19年３月31日現在） 

  現金及び預金     277,127千円

預入期間が3ヶ月を 

超える定期預金    △  14,202千円

 現金及び現金同等物 262,925千円
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（リース取引関係） 

前年同四半期 

平成19年３月期 
第１四半期 

当四半期 

平成20年３月期 
第１四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期） 

   リース物件の所有権が借主に移転 

 すると認められるもの以外のファイ 

 ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、 

  減価償却累計額相当額及び第１四 

  半期末残高相当額 

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び第１四

半期末残高相当額 

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円）

第１四半
期末残高
相当額 

（千円） 

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相

当額 
（千円）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相

当額 
（千円） 

期末残高
相当額
（千円）

機械及び
装置 

53,795 1,793 52,001 
機械及び
装置 53,795 12,552 41,242

機械及び
装置 53,795 9,862 43,932

合 計 53,795 1,793 52,001 合 計 53,795 12,552 41,242 合 計 53,795 9,862 43,932

２．未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

      １年内        10,043千円 

      １年超        41,953千円 

      合   計       51,997千円 

３．支払リース料、減価償却費相当 

    額及び支払利息相当額 

    支払リース料       1,953千円 

    減価償却費相当額   1,793千円 

    支払利息相当額       308千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

      リース期間を耐用年数とし、 

    残存価額を零とする定額法に 

    よっております。 

５．利息相当額の算定方法 

      リース料総額とリース物件の 

    取得価額相当額との差額を利息 

    相当額とし、各期への配分方法 

    については、利息法によってお 

    ります。 

２．未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

      １年内        10,445千円 

      １年超        31,604千円 

      合   計       42,049千円 

３．支払リース料、減価償却費相当 

    額及び支払利息相当額 

    支払リース料       2,929千円 

    減価償却費相当額   2,689千円 

    支払利息相当額       373千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

 

 

５．利息相当額の算定方法 

同  左 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 

      １年内        10,312千円 

      １年超        34,185千円 

      合   計       44,498千円 

３．支払リース料、減価償却費相当 

    額及び支払利息相当額 

    支払リース料      10,741千円 

    減価償却費相当額   9,862千円 

    支払利息相当額     1,575千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

 

 

５．利息相当額の算定方法 

同  左 

 

 

 

 



㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第１四半期財務・業績の状況   

（有価証券関係） 
前年同四半期末（平成18年６月30日現在） 

該当事項はありません。 

 

当四半期末（平成19年６月30日現在） 

  １．時価のある有価証券 

      該当事項はありません。 

  ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

内  容 四半期貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式及び関連会社株式 
  関連会社株式 

4,000 

 

（参考）前期（平成19年３月31日現在） 

該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 
        前年同四半期末（平成18年６月30日現在） 

        デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況                               （単位：千円） 

対象物の種類 種類 契約額等 時価 評価損益 

金利 スワップ取引 200,000 △3,826 △3,826

合計 200,000 △3,826 △3,826

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

        当四半期末（平成19年６月30日現在） 

        デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況                               （単位：千円） 

対象物の種類 種類 契約額等 時価 評価損益 

金利 スワップ取引 200,000 △1,719 △1,719

合計 200,000 △1,719 △1,719

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

       （参考）前期末（平成19年３月31日現在） 

         デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況                              （単位：千円） 

対象物の種類 種類 契約額等 時価 評価損益 

金利 スワップ取引 200,000 △2,499 △2,499

合計 200,000 △2,499 △2,499

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

（ストック・オプション等関係） 

前年同四半期（自 平成18年４月１日至 平成18年６月30日） 

      当第１四半期会計期間において、ストック・オプションを付与しておりませんので該当事項はありません。 

     

当四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

当第１四半期会計期間において、ストック・オプションを付与しておりませんので該当事項はありません。 

 

（参考）前期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当事業年度において、ストック・オプションを付与しておりませんので該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

前年同四半期（自 平成18年４月１日至 平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

当四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

    重要性の観点から、持分法損益等の注記を省略しております。 

 

（参考）前期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  該当事項はありません。 
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㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第１四半期財務・業績の状況   

（1株当たり情報） 

前年同四半期 

平成19年３月期 
第１四半期 

当四半期 

平成20年３月期 
第１四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期） 

  １株当たり純資産額       94.18円 

  １株当たり第１四半期 

  純利益金額               1.77円 

   なお、潜在株式調整後１株当たり 

 第１四半期純利益については新株予 

 約権の残高はありますが、当社株式 

 は非上場であり、かつ店頭登録もし 

 ていないため、期中平均株価が把握 

 できませんので記載しておりませ 

 ん。 

  １株当たり純資産額    105.10円

  １株当たり第１四半期 

  純利益金額              0.18円

   なお、潜在株式調整後１株当たり

 第１四半期純利益については希薄化

 効果を有している潜在株式が存在し

 ていないため、記載しておりませ 

 ん。 

 １株当たり純資産額     104.08円

 １株当たり当期純利益金額 4.95円

 

   なお、潜在株式調整後１株当たり

 当期純利益については希薄化効果を

 有している潜在株式が存在していな

 いため、記載しておりません。 

 

  （注）１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前年同四半期末 
（平成18年６月30日現在）

当四半期末 
（平成19年６月30日現在）

（参考）前期末 
（平成19年３月31日現在）

純資産の部の合計額 
（千円） 

－ 1,578,606 1,654,907 

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） 
－ 1,578,606 1,654,907 

１株当たり純資産額の算定
に用いられた期末普通株式
の数（株） 

－ 15,020,000 15,900,000 

  （注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前年同四半期 

（平成19年３月期 
第１四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 

第１四半期） 

（参考）前期 
（平成19年３月期） 

当期純利益（千円） 23,774 2,989 71,662 

普通株主に帰属しない金額
（千円） 

－ － － 

普通株式に係る第１四半期
（当期）純利益（千円） 

23,774 2,989 71,662 

普通株式の期中平均株式数
（株） 

13,400,000 15,851,649 14,482,192 

希簿化効果を有しないた 
め、潜在株式調整後1株当 
たり第１四半期（当期） 
純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要 

新株予約権1種類（新株予約
権の数670個） 

 

新株予約権1種類（新株予約
権の数610個） 

新株予約権1種類（新株予約
権の数610個） 

 

 

（重要な後発事象） 
前年同四半期（自 平成18年４月１日至 平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

当四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

    該当事項はありません。 

 

（参考）前期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  該当事項はありません。 
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㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第１四半期財務・業績の状況   

６．その他 

生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

区分 生産高（千円） 前年同期比（％） 

CD等光記録媒体             635,950 99.4 

（注）1.  製品と仕入商品及び仕入製品が区分困難なため、生産実績の中には商品仕入高及び製品仕入高を含んでお

ります。 

      2.  金額は製造原価によっておりますが、商品仕入高及び製品仕入高の金額は、仕入価格によっております。 

      3.  上記金額には、消費税は含まれておりません。 

      4.  当社は、専らCD等光記録媒体等の製造及び販売とこれに付帯する事業を営んでいるため、生産実績を 

        CD等光記録媒体として一括して記載しております。 

 

（２）受注状況 

当社は、取引先からの受注に基づいて、全ての生産及び販売をしており、また、受注から販売までの期間が 

      １週間程度とごく短期間であることから、当四半期における受注金額と販売金額とに大きな差異はありません 

ので、受注に関する実績は省略しております。 

 

（３）販売実績 

当四半期の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別の名称 
当四半期 

       （平成20年３月期 
第１四半期）  

前年同期比（％） 

CD部門                 （千円） 412,121 82.4 

DVD部門               （千円） 289,494 136.8 

スタンパー部門          （千円） 25,717 37.3 

その他の部門             (千円) 11,649 98.6 

合計（千円） 738,981 93.3 

（注） その他の部門は包装資材等の部材販売売上となっております。 
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