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（百万円未満切捨て） 
１．平成 20 年３月中間期の業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 
(1)経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

1,483  (△4.8) 
1,557  (  － ) 

17 (△84.2) 
109 (  －  ) 

△10 (  － ) 
76 (  － ) 

△12 (  － ) 
42 (  － ) 

19 年３月期 3,337 226 144 71 
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

  円 銭 円 銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

△0  79 
3  21 

－  － 
－  － 

19 年３月期 4  95 －  － 
(参考) 持分法投資損益 19 年９月中間期 －百万円 18 年９月中間期 －百万円 19 年３月期 －百万円 
(注)   平成 18 年９月期中間期より中間財務諸表を作成しておりますので、平成 18 年９月中間期の対中間期増減率は 
       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

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

3,780 
3,896 

1,563 
1,281 

41.3 
32.9 

104.08 
95.61 

19 年３月期 3,951 1,654 41.9 104.08 
(参考) 自己資本   19 年９月中間期 1,563 百万円 18 年９月中間期 1,281 百万円 19 年３月期 1,654 百万円 
 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

180 
270 

△222 
△56 

△103 
△173 

117 
266 

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 

19 年３月期 －  － 1  50 1  50 

20 年３月期 －  － －  － 

20 年３月期（予想） －  － 1  00 
1  00 

 
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） 

（％表示は対前期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％ 円 銭

通 期 3,218(△3.6) 111(△51.0) 47(△67.0) 15(△77.8) 1.06 
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４．その他 
(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる

重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 

〔(注)詳細は、１９ページ～２０ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧くだ 
     さい。〕 

 
(2) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 
               19 年９月中間期 15,900,000 株 18 年９月中間期 13,400,000 株 19 年３月期 15,900,000 株 
②期末自己株式数 
               19 年９月中間期    880,000 株 18 年９月中間期          0 株 19 年３月期          0 株 
 (注) １株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、２７ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ 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） 
    本資料に記載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、３ページ～

  ４ページの「１．経営成績（１）経営に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

 （１）経営に関する分析 

  （当中間会計期間の経営成績） 

      当中間会計期間におけるわが国の経済は、世界的に原油価格や原材料価格が高値で推移する中、米国のサブプライ 

    ムローン問題に端を発した金融・資本市場の不安定さや国内総生産がマイナス成長に転じた局面もあり、国内景気の 

    先行き不透明感が懸念されております。また、個人消費の伸びは住民税の負担増や賃金の伸び悩みを背景に足踏みが 

    続く状況にありますが、この一方で輸出を中心とした企業業績は堅調で設備投資も増加傾向にあることから、景気は 

    緩やかな回復基調で推移しました。 

      当社が関連する光ディスク業界は、音楽を中心とするオーディオ CD（CD-DA）及び複合型 CD（CD-ROM）に 

    おいて、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や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り生産が減少し、DVD 市場においては、アニメーションや TV ドラマ DVD 等が 

    堅調な伸びを示したものの、洋画DVDの大幅な減少により市場全体では僅かに前年実績を下回る結果となりました。 

    また、光ディスク生産においては、原油価格の高止まりに伴う主原材料の値上りを始めとした製造コストの上昇要因 

    が取り巻く厳しい環境となりました。 

      このような経済環境の中、当社は多様な顧客ニーズに迅速かつ的確に対応しながら高品質な製品供給に努め、積極 

    的に取引先の充実・拡大を図ってまいりましたが、結果として、当中間会計期間の売上高は 1,483,170 千円（前年同 

    期比 4.8％減）となり、原材料費及び減価償却費の増加等により営業利益は 17,376 千円（前年同期比 84.2％減）、 

    経常利益は 10,567 千円の損失、中間純利益は固定資産除却に伴う特別損失等の計上により 12,261 千円の損失となり 

    ました。 

 

      部門別の業績等の概要は、次のとおりであります。 

    ■ CD（コンパクト・ディスク）部門 

      音楽 CD 業界における平成 19 年度上期（平成 19 年 4月～同年 9月）の生産金額は 124,597 百万円（前年同期比 

    1.8％減）と前年実績を下回りました。これに対し、携帯電話による着うたダウンロード及びインターネットダウン 

    ロード等有料音楽配信の売上数量（平成 19 年１月～同年 6月）は 225 百万回（前年同期比 26％増）を数え、特にシ 

    ングル CD の販売に影響を及ぼしております。（出所：社団法人日本レコード協会統計資料「レコード（CD）生産実 

    績」・「有料音楽配信売上」） 

      このような状況にあって、当社における音楽 CD を含むオーディオ CD（CD-DA）の販売金額は 522,261 千円（前 

    年同期比 10.4％減）と前期実績を下回りました。これは、教材・出版関連会社等からの音楽教材・語学用等 CD の 

    受注は堅調に推移したものの、メジャー・インディーズ系レコード会社からの受注が低調だったことによるものです。 

      また、複合型 CD（CD-ROM）においても販売金額が 299,238 千円（前年同期比 18.0％減）と前期実績を下回り 

    ましたが、この減少は、ゲームや電子出版物等の CD-ROM が映像ソフトの大容量化に伴い DVD-ROM へ切り換っ 

    た影響等によるものです。 

      これらの結果、当社における CD 全体の販売金額は、CD 市場の環境変化に伴う減少を想定した当初計画どおりの 

    821,499 千円（前年同期比 13.4％減）となりました。 

 

    ■ DVD（デジタル多用途ディスク）部門 

      DVD 市場における DVD ビデオ（セル・レンタル用）の平成 19 年度上期（平成 19 年 4月～同年 9月）の売上金 

    額は 145,317 百万円（前年同期比 3.0％減）と前年実績を下回りました。これは、日本版アニメーションや TV ドラ 
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    マ（日本・海外）等が堅調な伸びを示した一方、これまで市場をリードしてきた「洋画」がヒット作不足により大幅 

    な落ち込み（前年同期比 28.2％減）となったことによるものです。 

      因みに、DVD ビデオのセル市場（販売用）の売上高をジャンル別で見た場合、第１位は「日本版アニメーション 

    （一般向け）」で全体の 30.4％を占め、第２位は「洋画」の 16.0％、第３位は「音楽（邦楽）」の 12.4％、第４位は 

    「芸能・趣味・教養」の 9.2％となっております。「芸能・趣味・教養」のほか、現状は第５位以下にランクされて 

    いる「邦画」、「日本版・海外 TV ドラマ」、「子供向けアニメーション」は順調な伸張を見せ、今後の成長分野である 

    ことを示しております。（出所：社団法人日本映像ソフト協会統計資料「ビデオソフト売上数量・金額」から抜粋） 

      このような状況下、当社は平成 19 年５月の DVD 生産５号ライン追加投資により生産能力を月産 210 万枚体制に 

    増強する一方、デジタル・コンテンツ分野進出のため TV アニメ共同製作事業に参画する等、従来の CD 取引先に加 

    え新たに映像ソフト会社等の販路を開拓し、成長性の高いアニメーション・芸能・趣味・教養のジャンルの受注促進 

    を図ってまいりました。 

      これらの結果、DVD の販売金額は 597,042 千円（前年同期比 28.3％増）と前期実績を大幅に上回りましたが、 

    DVD 市場の伸びが予想を下回り、大ロットの案件が少なかったこと等により計画の達成には僅かに及びませんで 

    した。 

 

    ■ スタンパー（光ディスク生産用原盤）部門 

      当社は、国内同業者向けに CD-DA/ROM 及び DVD スタンパー（コンテンツ入）を販売する一方、海外において 

    は台湾を中心とする東南アジア地域の記録型光ディスクメーカーに対し CD-R/RW 及び DVD±R スタンパーの販売 

    を推進しております。 

      台湾を中心とした東南アジア地域の記録型光ディスクメーカー向けの CD-R/RW スタンパーの販売は堅調に推移 

    しましたが、当社が当事業年度の戦略商品として位置づけている DVD±R スタンパーについては、有力販売先であ 

    るメーカー各社において高度な品質認定基準をクリアできたにもかかわらず、本格的な数量の受注に至りませんでし 

    た。この状況は、CD-R/RW から DVD±R への記録メディアの移行が進むという世界需要予測に反して、依然とし 

    て CD-R/RW ディスクの需要が底固い状況が続き、DVD±R への移行が遅れつつあることに起因しております。 

      これらの結果、当社が利益率アップを牽引する事業として推進しているスタンパー部門の販売金額は 45,725 千円 

   （前年同期比 59.5％減）と前期実績を大きく下回り、計画達成のずれ込みを余儀なくされることとなりました。 

 

  （通期の見通し） 

      売上高につきましては、特に DVD 部門において５ラインに増強した DVD 生産ラインの効率的稼働を図るため、 

    上半期に引き続き映像ソフト関連業界における販路の拡大に努めてまいりますが、外部環境による影響を慎重に考慮 

    し前回予想より 332,000 千円減少の 3,218,000 千円を見込んでおります。 

      利益面では、製造コストの一層の削減に努めてまいりますが、売上高の減少に伴う売上総利益の落ち込みのほか、 

    生産設備導入費用の増加及び TV アニメ等共同製作事業への投資により、営業利益は前回予想から 128,645 千円減少 

    の 111,035 千円、経常利益は前回予想から 122,403 千円減少の 47,597 千円、当期純利益は前回予想から 68,436 千円 

    減少の 15,940 千円を見込んでおります。 

      上記の予想は、本資料の発表日における将来の見通し、計画の基となる前提及び予測を含んで記載しております。 

    実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 
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 （２）財務状態に関する分析 

    ① 資産、負債及び純資産の状況 

    （資産の部） 

      流動資産は 1,033,900 千円（前期比 237,640 千円減）となりました。これは、主に現金及び預金と受取手形の減少 

    に対して、たな卸資産及び火災保険等の前払費用が増加したことによるものであります。固定資産は 2,747,090 千円 

   （前期比 67,135 千円増）となりました。これは、主に DVD 生産ラインの増強等により有形固定資産が増加したもの 

    であります。この結果、資産合計は 3,780,990 千円（前期比 170,505 千円減）となりました。 

    （負債の部） 

      流動負債は 1,301,843 千円（前期比 33,752 千円減）となりました。これは、主に 1年以内返済長期借入金の増加 

    に対して、未払法人税、設備未払金、賞与引当金が減少したことによるものであります。固定負債は長期借入金の 

    減少により 915,791 千円（前期比 45,202 千円減）となりました。この結果、負債合計は 2,217,634 千円（前期比 78,953 

    千円減）となりました。 

    （純資産の部） 

      純資産合計は 1,563,356 千円（前期比 91,551 千円減）となりました。これは、中間純損失の計上、剰余金配当、 

    自己株式の取得により減少したものであります。この結果、負債・純資産合計は 3,780,990 千円（前期比 170,505 

    千円減）となりました。 

 

    ② キャッシュ・フローの状況 

      当中間会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により 180,115 千円増加し、投資活動により 222,149 

    千円減少し、財務活動により 103,742 千円減少し、この結果、現金及び現金同等物は 145,903 千円の減少となり、中 

    間期末残高は 117,022 千円（前年同期比 56.1％減）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、当期は税引前中間純損失を計上したことにより、前中間会計期間と比べ税引前中間純利益は 91,827 

     千円減少しました。 

       この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間と比べて収入が 90,846 千円（前年同期比 33.5％ 

      減）の減少となりました。 

 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

       投資活動は、有形固定資産の取得による支出が DVD 生産ライン等の増強により前中間会計期間と比べ 161,288 

     千円増加しました。 

       この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間と比べて支出が 165,160 千円（前年同期比 

      289.8％増）の増加となりました。 

 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

       財務活動は、資金の安定化を図るため長期借入金 100,000 千円を調達しました。また、資本効率の向上と経営環 

     境に対応した機動的な資本政策遂行のため自己株式の取得資金として 55,679 千円を支出しました。 

       この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間と比べて支出が 69,992 千円（前年同期比 40.3％ 

     減）の減少となりました。 
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なお、当社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17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

平成20年３月期

中間期 

自己資本比率(％) 29.4   31.7   41.9    41.3 

時価ベースの自己資本比率(％) ― ― 28.2    17.5 

債務償還年数(年)      8.5 6.3 5.0 5.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 4.0 5.6 6.3 6.5 

     (注) 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 

 

（３）利益分配に関する基本方針および当期の配当 

      当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題の一つとして位置付け、企業体質を強化しつつ業績に裏 

    付けされた成果の配分により、安定的な配当を継続して実施していくことが重要であると認識しております。また、 

    自己株式の取得についても、株主利益の還元策として株価水準や市場の動向を考慮しながら機動的に取り組んでまい 

    ります。 

    内部留保金につきましては、財務体質の強化と設備投資・新規事業開発等に活用し、業績の向上に努める所存です。 

      なお、平成 20 年３月期の配当につきましては、１株につき１円とする予定としております。 

 

 （４）事業等のリスク 

      当社の事業その他に影響を及ぼす可能性があると考えられる重要な要因には、以下のようなものがあります。当社 

    はこれらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存です。 

      なお、文中の将来に関する事項は、本資料発表日現在において当社が判断したものであります。 

    ① CD 市場の状況について 

        当社が関連する CD 市場は、今後において緩やかに減少する傾向にはあるものの、大幅な規模の縮小には至ら 

      ないと予想しておりますが、音楽 CD を含むオーディオ CD（CD-DA）の減少、あるいは複合型 CD（CD-ROM） 

      における映像ソフトの大容量化に伴う DVD へのメディア切換え等が当社の想定を上回る急激な勢いで進行する 

      等の不測の事態が発生した場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

    ② 主原材料の市況変動による影響 

        当社が製造する光ディスクの主原材料であるポリカーボネイトは、石油を原料とするプラスチック樹脂であるた 

      め、調達価格において原油価格及び為替の変動に一定の影響を受けることとなります。近時の原油価格の高騰に伴 

      い、ポリカーボネイトの市場価格は上昇傾向にありますが、今後において当社の想定以上に調達価格が上昇した場 

      合は、製造コストの上昇が避けられず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

    ③ 金利及び金融市場の変動による影響 

        当社の平成 19 年９月末の有利子負債残高は 1,887 百万円となっております。有利子負債は変動金利による調達 

      が過半を占めており、一部については金利スワップ等を実施しておりますが、金利変動による借入コスト増大のリ 

      スクを完全に排除することは困難であります。今後において、有利子負債の低減に取り組んでまいる所存ですが、 

      金利情勢が急激に変化した場合は、当社の業績及び事業の遂行に影響を及ぼす可能性があります。 

    ④ 次世代 DVD 規格をめぐる業界動向について 

        当社が関連する光ディスク業界においては、次世代 DVD となる｢ブルーレイ・ディスク｣、｢HD DVD｣の間で規 

      格の主導権争いが続いております。それぞれの陣営では録画再生機を販売し、これに付随する専用ソフトも市場に 
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      出荷されてはおりますが、未だ本格的な普及には至っておりません。 

        このような中にあって、当社は光ディスクメーカーとして、次世代 DVD 規格の行方を慎重に見究め、その方向 

      性がある程度明確になった段階において当該製造設備を導入することとし、当面の間は現行規格のディスク生産を 

      推進する方針としております。 

        ㈱富士キメラ総研の｢2007 年ストレージ関連市場総調査｣によりますと、次世代 DVD の本格的な普及の時期は平 

      成 22 年頃と予想されております。次世代 DVD の製造設備導入に当たっては多額の資金を要することとなり、ま 

      た投資に対する回収が期待値を下回るリスクもあり得ることから、この対応如何においては当社の業績に影響を及 

      ぼす可能性があります。 

    ⑤ 経営上の重要な契約について 

        当社は、㈱フィリップス他９社との間で製品に関する特許権及び商標権等の知的財産権に関するライセンス契約 

      を締結し、その実施許諾により DVD の製造・販売を行っております。権利許諾に関する内容は、定められた製品 

      区分により販売数量に応じたライセンス料の支払を義務付けられるというものであります。 

        しかし、これらの契約においては契約期間の更新条項が設けられず、あるいは更新条項が設けられていても場合 

      によっては権利許諾者が更新を拒絶できるというものもあります。万一これらの契約について、契約期間満了時に 

      契約の更新ができない場合または所定の契約解除事由により契約が解除された場合は、当社は DVD の製造・販売 

      を行うことができなくなる恐れがあり、業績に影響が及ぶほか事業の継続が困難となる可能性があります。 

        また、ライセンス料の支払いは米ドル建てとなっており、為替相場が円安となった場合は、ライセンス料の支払 

      額が増加し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

        なお、次世代 DVD に関しては、前記④項目に記載のとおり、現段階においてライセンス契約の締結は行ってお 

      りません。将来において製造・販売を行う場合は、新たにライセンス契約を締結する必要があります。 

    ⑥ 特定の販売先への依存 

        当社は、音楽 CD 及び DVD 販売において本邦のレコード会社が所属する特定のグループとの取引が比較的大き 

      く（平成 19 年９月中間期における当社売上高の 6.6％）、当該レコード会社の方針及び所属アーチストの動向等に 

      よって売上高に少なからぬ変動が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

    ⑦ 特定仕入先からの仕入の集中・依存 

        当社は、光ディスクの主原材料であるポリカーボネイトの購入において、特定の１社から仕入を行っておりま 

      すが、これは購入量の多量化により仕入価格を引下げることを目的としているものであります。また、当該仕入先 

      からの供給が滞った場合は、他社からの代替購入が可能であると考えております。しかしながら、仕入先を切替 

      えた場合は、成分の違いによるディスク成形の条件調整等に時間を要することから、ディスク生産に影響が生じ 

      る可能性があります。また、新たな購入条件によって仕入価格が上昇する可能性があり、結果として当社の業績に 

      影響を与える可能性があります。 

    ⑧ 自然災害、事故等のリスク 

        当社の本社工場は、仙台市青葉区に立地しております。政府の地震調査研究推進本部の公表によると、宮城県沖 

      地震が起きる可能性は、平成 17 年１月１日を評価時点として 10 年以内において 50％程度、20 年以内においては 

      90％程度となっております。地震の規模にもよりますが、震度６強程度の地震が発生した場合、工場の本格的復旧 

      まで１ヶ月位の期間を要することが想定されます。当社の生産拠点は仙台本社工場１箇所であることから、地震そ 

      の他の災害の発生により工場機能が停止し、また、製品出荷のための交通手段が遮断される等不測の事態が発生し 

      た場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

        なお、当社はこれらの場合に備えて保険を付保しておりますが、災害で生じた損害の全てを賄える保証はなく、 
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      また、地震被害に対する付保額は限定的なものに過ぎません。 

     ⑨ 事業者としての法的規制による制約（環境規制等） 

        地球温暖化防止に関する京都議定書の発効を踏まえ、エネルギー使用の合理化に関する法律 （以下「省エネ法」 

      といいます。）の改正が行われ、その一部が平成 18 年４月１日より施行されております。当社は、改正前の省エネ 

      法（以下「旧法」といいます。）における第二種電気管理指定工場に該当しておりましたが、改正後の省エネ法（以 

      下「新法」といいます。）では第一種エネルギー管理指定工場となっております。旧法では熱と電気の利用を分け 

      て管理工場の指定が行われておりましたが、新法はこの区分を廃止し、熱と電気を合算した使用量を基準としてエ 

      ネルギー管理指定工場として指定することとされております。これによって基準の裾切り値が事実上引下げられ、 

      省エネ対策の義務を負う工場及び事業所が拡大し、当社においても年間 3,000 キロリットル以上の使用量があるこ 

      とから第一種エネルギー管理指定工場に該当することとなったものです。 

        この新法施行により、当社においても毎年熱と電気を合算したエネルギー消費原単位（注）当たりのエネルギー 

      使用量を前年比１％以上削減する義務が生じることとなったため、今後省エネの設備投資が必要となる可能性があ 

      り、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

      （注）燃料・電気の種類毎に省エネ法により定められた単位発熱量を用いて発熱量を計算し、この発熱量を合計した値を原油の 

             量に換算した単位 

    ⑩ 当社の特許戦略について 

        世界統一の規格で作られている光ディスクに対し、その原盤であるスタンパーについては寸法・特性等における 

      詳細な規格がなく、各社が各々の判断によって光ディスク生産に 適と考えるスタンパーを製造しているため、ス 

      タンパーに関する特許は製造工法に限定されたものとなっております。 

        当社は、スタンパーの製造工法に関する独自の技術的ノウハウを確立しておりますが、この製造工法を特許とし 

      て広く公開することは競合他社に知見を与えてしまうことになり兼ねないと判断し、競争激化によるデメリットを 

      回避する観点から敢えて特許申請を行わない方針としております。 

        なお、当社はスタンパーの製造工法に係る他者が保有する特許等への抵触を防止するために必要な特許監視等を 

      実施しておりますが、製造工法等について当社が認識しない第三者の特許等が既に成立している場合、当該第三者 

      より特許権等を侵害しているとの事由により、当該第三者より使用差止め及び損害賠償等の訴えを起こされる可能 

      性があります。当該特許による製造差止めや特許等の多額の支払い等が発生した場合は、当社のスタンパー事業の 

      継続と業績に影響を与える可能性があります。また、第三者が今後新たに特許等を取得した場合も同様、その内容 

      によっては競争の激化もしくは当社への訴訟・請求・差止め等が発生し、当社の業績に影響を受ける可能性があり 

      ます。 

 

        なお、業績に影響を与える要因は、これらに限定されるものではありません。 
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２．企業集団の状況 

       近の有価証券報告書（平成 19 年 6月 25 日）における「事業系統図（事業内容）」から重要な変更がないため 

     開示を省略しております。 

 

３．経営方針 

 （１）会社経営の基本方針 

      当社は、“グローバルに通用するオンリーワンの物づくりを志し、創造力を培い、実行力を重んじて世の中に貢献 

    できる夢とときめきのある会社を目指す”ことを企業理念に掲げ、光ディスク製造業界における独立系のリーディン 

    グカンパニーとして、社会の繁栄に貢献する経営を実践し、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。 

 

 （２）目標とする経営指標 

      当社は、３ヶ年の中期事業計画をローリングプランにより策定･実行しております。これに沿って企業価値を向上 

      させるため、高い事業収益力の構築を目指しており、利益成長率及び売上高経常利益率を重視して経営に努める所 

      存です。 

 

 （３）中長期的な会社の経営戦略 

      当社は、デジタル･コンテンツの未来をプロデュースする光ディスク・プロバイダーとして、変化する顧客のニー 

    ズを一歩先んじて追求し、創造性の高い製品の供給に努めながら、光ディスク業界においてさらなる地位の向上を 

    目指します。 

      CD 部門においては、変化するパッケージ商品の市場環境に即応した生産体制の整備･充実を行い、顧客満足度を 

    重視した高品質な製品づくりによって安定的な受注を確保し、生産効率化による収益の向上を図ります。 

      DVD 部門においては、平成 18 年 10 月の DVD 生産 4号ライン導入により月産能力を 150 万枚とし、平成 19 年 

    ５月にはさらに DVD 生産５号ラインの追加導入によって月産能力を 210 万枚体制に増強しました。これにより、映 

    像ソフトの多様化により成長を続ける DVD 市場において積極的にシェアの拡大を推進してまいります。 

      スタンパー部門においては、国内プレスメーカーに対して引き続きコンテンツ入り CD･DVD スタンパーの販売を 

     推進してまいります。また、台湾を中心とした海外の記録型ディスクプレスメーカーに対しては、DVD±R を主体 

    とした記録型ディスク専用スタンパーの販売をさらに積極的に進めてまいります。 

      なお、次世代 DVD への対応については、今後の市場動向を慎重に見究めたうえで技術の集積及び生産体制の整備 

    等を進めてまいります。 

 

 （４）会社の対処すべき課題 

      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のプレスメーカーの不採算による事業撤 

    退に伴う業界再編の動きが出始める等、市場環境が厳しくなることが予想されます。当社は独立系メーカーとして 

    この状況をむしろシェア拡大の好機として捉え、業界における地位をさらに向上させるため、対処すべき課題とし 

    て以下の点に重点的に取り組んでまいります。 

    (a) ディスク生産体制の強化充実 

      当社は、平成 16 年に業界の後発組として DVD 事業に新規参入した後、市場の拡大傾向に対応しながら平成 19 年 

    5 月まで段階的に DVD 生産設備の拡充を行い生産能力を月産 210 万枚に引き上げてまいりました。今後は生産ライ 

    ンの高稼動率化を図り、DVD 市場においてさらなるシェアの拡大を目指します。 

9 



㈱オプトロム(7824)  平成 20 年３月期中間決算短信(非連結) 

      また、当社は CD・DVD 市場のそれぞれの需要に応じた効率的な生産体制を構築するため、既存の CD 生産設備 

    の一部見直しを図り、生産効率の高い要員の配置及び省エネ効果を追求いたします。CD 生産設備能力を月産 420 万 

    枚（前年度：月産能力 510 万枚）に絞り込みながらも、DVD 生産設備において CD 生産の切換えを可能とし、CD 

    受注の増加時には従来能力と同等の月産 500 万枚を確保できる体制を整えます。 

 

    (b) DVD 部門の営業強化及び増産体制の確立 

      DVD 生産能力の増強に伴い安定的な受注を確保するため、当事業年度において引き続き TV アニメ等の共同制作 

    事業へ参画する計画としております。共同制作事業への参画に当たってはタイトルの選択等を的確に行い、当該 DVD 

    の独占的製造権を取得するほか、映像関連ソフト会社等新たな取引先の発掘による受注拡大を目指します。 

      また、DVD 製品の包装作業工程においては、内製化率の向上を図るため新たに専用ケース（トールケース）自動 

    セット装置２台を導入する等により増産の対応を図ります。 

 

    (c) DVD±R スタンパーの販売拡大 

      光ディスク周辺事業の中にあって収益性の高いスタンパー（光ディスク生産用原盤）の販売を引き続き積極的に推 

    進してまいります。当社は、国内の同業者向けにコンテンツ入りの CD・DVD スタンパーを販売する一方、台湾を 

    中心とした海外の記録型光ディスクプレスメーカーに対する記録型ディスク専用スタンパーの販売に注力しており 

    ります。 

      世界の記録メディア市場は、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 

    にありますが、これまで営業展開を行ってきた台湾を中心とした東南アジア地域の記録型ディスクプレスメーカーに 

    対して一層の販売拡大を推進してまいります。 

     

   (d) 利益向上策の推進 

      原油価格の高止まりにより光ディスクの主原材料（ポリカーボネイト、Ｐケース等）は値上がり基調にあります。 

    一方、CD 及び DVD 販売価格については、同業社間の競争等により原材料値上がりの価格転嫁が進まず、なお厳し 

    い状況にあると予想されます。このため当社は、品質・納期面において顧客満足度重視の営業戦略により安定的な受 

    注量の確保を目指すとともに、製造部門においてはさらなるコストダウンに取組み、利益の向上を目指します。 

      具体的には、原材料である P ケースの購入方法の見直し、レーベル印刷用インキ及び DVD ディスク接着剤の独自 

    改良品への切換えを行うほか、スタンパー製造工程の高額消耗品である光学系（レーザー）部品の機種見直しによっ 

    て購入価格の引下げを図ります。 

      また、包装工程においては、パッケージの多様化に伴い増加傾向にある手組作業等の内製化率アップを図るほか、 

    ディスク袋詰め作業の自動化の検討を行ってまいります。なお、内製化率のアップは、納期管理上のメリットととも 

    に外注加工費の削減による利益率の向上に寄与するものであります。  

 

 （５）その他、会社の経営上重要な事項 

    該当事項はありません。 
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４．財務諸表 

（１）貸借対照表 

  前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％） 金額（千円） 

構成比
（％）

 （資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

  １．現金及び預金  280,998 131,226 277,127 

  ２．受取手形 ※４ 134,830 119,115 281,555 

  ３．売掛金  555,535 550,306 532,179 

  ４．たな卸資産  103,182 127,633 98,448 

  ５．その他  70,483 106,223 82,557 

      貸倒引当金  △  179 △  606 △  329 

     流動資産合計   1,144,851 29.4 1,033,900 27.3  1,271,540 32.2

Ⅱ 固定資産    

  １．有形固定資産 ※１   

    (1)建物 ※２ 682,260 671,430 677,592 

    (2)機械及び装置 ※２ 796,835 951,913 876,159 

    (3)土地 ※２ 926,225 926,225 926,225 

    (4)その他  207,429 53,039 65,764 

    有形固定資産合計  2,612,751 2,602,608 2,545,741 

  ２．無形固定資産  13,430 10,581 12,005 

  ３．投資その他の資産  125,135 135,171 122,602 

      貸倒引当金  － △1,271 △  394 

   固定資産合計   2,751,317 70.6 2,747,090 72.7  2,679,955 67.8

   資産合計   3,896,169 100.0 3,780,990 100.0  3,951,495 100.0
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㈱オプトロム(7824)  平成20年３月期中間決算短信(非連結) 

 

  前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％） 金額（千円） 

構成比
（％）

 （負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

  １．買掛金  89,279 114,141 99,418 

  ２．短期借入金  750,000 700,000 700,000 

  ３．一年以内返済予定 
      長期借入金 

※２ 250,404 271,871 251,871 

  ４．未払金  172,798 150,736 169,116 

  ５．賞与引当金  39,532 22,466 31,647 

  ６．その他 ※５ 225,285 42,628 83,542 

    流動負債合計   1,527,299 39.2 1,301,843 34.5  1,335,595 33.8

Ⅱ 固定負債    

  １．長期借入金 ※２ 1,087,412 915,541 960,743 

  ２．その他  250 250 250 

    固定負債合計   1,087,662 27.9 915,791 24.2  960,993 24.3

   負債合計   2,614,961 67.1 2,217,634 58.7  2,296,588 58.1

    

 （純資産の部）    

  １．資本金   782,000 20.1 954,500 25.2  954,500 24.2

  ２．資本剰余金    

   (1)資本準備金  292,000 464,500 464,500 

    資本剰余金合計   292,000 7.5 464,500 12.3  464,500 11.7

  ３．利益剰余金    

   (1)その他利益 
      剰余金 

   

      繰越利益剰余金  207,207 199,796 235,907 

    利益剰余金合計   207,207 5.3 199,796 5.3  235,907 6.0

  ４．自己株式   － △55,440 △1.5  －

   株主資本合計   1,281,207 32.9 1,563,356 41.3  1,654,907 41.9

   純資産合計   1,281,207 32.9 1,563,356 41.3  1,654,907 41.9

   負債・純資産合計   3,896,169 100.0 3,780,990 100.0  3,951,495 100.0
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㈱オプトロム(7824)  平成20年３月期中間決算短信(非連結) 

（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 
   至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
 （自 平成19年４月１日 
   至 平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
 （自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

百分比
（％） 金額（千円） 

百分比
（％） 金額（千円） 

百分比
（％）

Ⅰ 売上高   1,557,653 100.0 1,483,170 100.0  3,337,810 100.0

Ⅱ 売上原価   1,255,020 80.6 1,267,301 85.4  2,721,914 81.5

売上総利益   302,632 19.4 215,868 14.6  615,895 18.5

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

  192,907 12.4 198,492 13.4  389,152 11.7

営業利益   109,724 7.0 17,376 1.2  226,743 6.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  11,123 0.7 14,835 1.0  30,349 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２  44,629 2.8 42,778 2.9  112,915 3.4

経常利益又は 
経常損失(△) 

  76,217 4.9 △10,567 △0.7  144,177 4.3

Ⅵ 特別利益   51 0.0 － －  － －

Ⅶ 特別損失 ※３  － － 4,990 0.3  15,388 0.5

税引前中間(当期) 
純利益又は純損失(△) 

  76,268 4.9 △15,558 △1.0  128,788 3.9

法人税､住民税 
及び事業税 

 8,765 1,487 37,596 

法人税等調整額  24,540 33,305 2.1 △4,784 △3,297 △0.2 19,530 57,126 1.7

中間(当期)純利益 
又は純損失(△) 

  42,962 2.8 △12,261 △0.8  71,662 2.1

 

 

（３）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年９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

中間会計期間中の変動額   

中間純利益 － － － 42,962 42,962 42,962 42,962

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額（純額） 

－ － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 － － － 42,962 42,962 42,962 42,962

平成18年９月30日残高 782,000 292,000 292,000 207,207 207,207 1,281,207 1,281,207
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㈱オプトロム(7824)  平成20年３月期中間決算短信(非連結) 

当中間会計期間（自平成19年4月1日 至平成19年９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

中間会計期間中の変動額    

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

中間純損失 － － － △12,261 △12,261 － △12,261 △12,261

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

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額（純額） 

－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 － － － △36,111 △36,111 △55,440 △91,551 △91,551

平成19年９月30日残高 954,500 464,500 464,500 199,796 199,796 △55,440 1,563,356 1,563,356

 

 

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年4月1日 至平成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
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㈱オプトロム(7824)  平成20年３月期中間決算短信(非連結) 

（４）キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

（自平成18年４月１日
  至平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 

(自平成18年４月１日 
 至平成19年３月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間(当期)純利益又は純損失(△)  76,268 △15,558 128,788

減価償却費  133,109 147,240 293,726

賞与引当金の増加額（△減少額）  8,622 △9,181 737

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △51 1,153 493

受取利息及び受取配当金  △12 △164 △100

支払利息  29,818 27,057 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）  △18,784 △36,760 △20,480

売上債権の減少額（△増加額）  153,999 144,312 29,842

仕入債務の増加額（△減少額）  △41,169 14,723 △31,029

未払消費税等の増加額（△減少額）  △17,285 △5,019 △13,678

その他  △18,857 △26,780 △18,201

小計  305,659 245,136 443,994

利息及び配当金の受取額  12 164 100

利息の支払額  △31,470 △27,774 △60,340

法人税等の支払額  △3,240 △37,411 △3,240

営業活動によるキャッシュ・フロー  270,961 180,115 380,515

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  △56,859 △218,147 △316,459

無形固定資産の取得による支出  △130 － △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 △14,204 △14,202

定期預金の戻入による収入  14,201 14,202 14,201

投資活動によるキャッシュ・フロー  △56,989 △222,149 △316,589

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額  △50,000 － △100,000

長期借入れによる収入  － 100,000 －

長期借入金の返済による支出  △123,735 △125,202 △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  － △22,861 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  △173,735 △103,742 △27,730

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  760 △126 931

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  40,997 △145,903 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中間期末(期末)残高 ※1 266,796 117,022 262,925
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㈱オプトロム(7824)  平成20年３月期中間決算短信(非連結) 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日） 

１．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)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)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 

 (1)有形固定資産 

  建物 

   a 平成19年３月31日まで

     に取得したものは、旧

     定額法によっておりま

     す。 

  ｂ 平成19年４月１日以降

     に取得したものは、定

     額法によっております。

  建物以外の有形固定資産 

   a 平成19年３月31日まで

     に取得したものは、旧

     定率法によっておりま

     す。 

  ｂ 平成19年４月１日以降

     に取得したものは、定

     率法によっております

    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   

 (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   

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。 
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㈱オプトロム(7824)  平成20年３月期中間決算短信(非連結) 

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日） 

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、当中間会計期

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、当中間会計期間末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき

当中間会計期間末において

発生していると認められる

額を簡便法により計上して

おります。 

  なお、当中間会計期間末

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。 

 (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 

 

 (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。 

５．リース取引の処理 

    方法 

  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。 

          同 左           同 左 
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㈱オプトロム(7824)  平成20年３月期中間決算短信(非連結) 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日） 

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。 

 (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 

 (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．中間キャッシュ・フ

ロー計算書（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。 

           同 左            同 左 

８．その他中間財務諸表

(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。 

 

 (1)消費税等の会計処理 

           同 左 

 (1)消費税等の会計処理 

           同 左 
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㈱オプトロム(7824)  平成20年３月期中間決算短信(非連結) 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

  当中間会計期間より「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。 

  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、1,281,207千円であ

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15,718千円減少して

おります。 

  この結果、従来と同一の方法を

採用した場合に比べ、売上総利益

及び営業利益は15,718千円増加

し、経常利益に与える影響はあり

ません。 

――――― （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

採用した場合に比べ、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。 
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㈱オプトロム(7824)  平成20年３月期中間決算短信(非連結) 

 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日） 

 
――――― 

(固定資産の減価償却方法の変更) 

  当中間会計期間から、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、この変更より営業利益、

経常利益、税引前中間純利益は従

来と同一の方法と比べ、4,339千円

減少しております。 
 

 
――――― 
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㈱オプトロム(7824)  平成20年３月期中間決算短信(非連結) 

 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１.有形固定資産の減価償却累計額 

                   4,893,437千円 

※１.有形固定資産の減価償却累計額

                   4,879,245千円 

※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          682,238千円 

  機械及び装置       796,835千円 

  土     地          926,225千円 

     計            2,405,299千円 

（上記のうち工場財団設定分） 

  建     物          682,238千円 

  機械及び装置       796,835千円 

  土     地          486,025千円 

     計            1,965,098千円 

  (上記に対応する債務)  

  1年以内返済 

  予定長期借入金     190,404千円 

  長期借入金         982,412千円 

    計             1,172,816千円 

  (うち工場財団分   854,400千円) 

３．受取手形割引高 

                   26,071千円 

       受取手形裏書譲渡高 

                       9,494千円 

※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           11,350千円 

  裏書手形            4,288千円 

※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。 

※２．担保資産及び担保付債務 

 （担保に供している資産） 

  建     物          671,408千円 

  機械及び装置       951,913千円 

  土     地          926,225千円 

     計            2,549,547千円 

（上記のうち工場財団設定分） 

  建     物          671,408千円 

  機械及び装置       951,913千円 

  土     地          486,025千円 

     計            2,109,347千円 

  (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         790,541千円 

    計               982,412千円 

  (うち工場財団分   681,600千円) 

３．受取手形割引高 

                   54,709千円 

       受取手形裏書譲渡高 

                       5,271千円 

※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           20,534千円 

  割引手形            5,000千円 

※５．消費税等の取扱い 

同 左 

※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 

                         ― 

       受取手形裏書譲渡高 

                       2,947千円 

※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 

同 左 
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㈱オプトロム(7824)  平成20年３月期中間決算短信(非連結) 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

共同制作事業収益金 8,364千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息          29,818千円 

共同制作事業費用  10,962千円 

共同制作事業収益金  9,368千円

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息          27,057千円

共同制作事業費用  13,111千円

※３．特別損失のうち主要なもの 

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

※３．      ――――― 

             

４．減価償却実施額 

有形固定資産     131,695千円 

無形固定資産       1,413千円 
 

  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     145,816千円

無形固定資産      2,838千円無形固定資産       1,424千円
 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９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） 当中間会計期間末(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。 

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 

該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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） 当中間会計期間末(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） 当中間会計期間末(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ものであります。 

    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 

配当金の 
総額 

１株当たり 
配 当 額 

基準日 効力発生日 配当の原資

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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前事業年度（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 

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

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
  (自 平成18年４月１日 
   至 平成19年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係 

（平成18年９月30日現在） 

 現金及び預金      280,998千円 

 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の中間期末残高 

                    266,796千円 

※１．現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係 

（平成19年９月30日現在） 

 現金及び預金      131,226千円 

 預入期間が3ヶ月を超える 

 定期預金       △  14,204千円 

 現金及び現金同等物の中間期末残高

                   117,022千円 

※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の期末残高 

                   262,925千円 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
  (自 平成18年４月１日 
   至 平成19年３月31日） 

  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中間

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中間

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）

中間期末
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）

中間期末
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 4,482 49,312 
機械及び
装置 53,795 15,241 38,553

機械及び
装置 53,795 9,862 43,932

合 計 53,795 4,482 49,312 合 計 53,795 15,241 38,553 合 計 53,795 9,862 43,932

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

      １年内        10,132千円 

      １年超        39,387千円 

      合   計       49,519千円 

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       4,882千円 

    減価償却費相当額   4,482千円 

    支払利息相当額       752千円 

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．未経過リース料中間期末残高相

当額 

      １年内        10,534千円 

      １年超        28,936千円 

      合   計       39,471千円 

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       5,859千円 

    減価償却費相当額   5,379千円 

    支払利息相当額       724千円 

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 

 

 

（有価証券関係） 
前中間会計期間末（平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

  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 中間貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式及び関連会社株式 
  関連会社株式 

4,000 

 

前事業年度末（平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

24 



㈱オプトロム(7824)  平成20年３月期中間決算短信(非連結) 

（デリバティブ取引関係） 
        前中間会計期間末（平成18年９月30日） 

        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 取引の種類 契約額等 時価 評価損益 

金利 スワップ取引 200,000 △3,765 △3,765

合計 200,000 △3,765 △3,765

（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。 

 

        当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

        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 契約額等 時価 評価損益 取引の種類 

金利 スワップ取引 200,000 △1,379 △1,379

合計 200,000 △1,379 △1,379

（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。 

 

         前事業年度末（平成19年３月31日） 

         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） 

取引の種類 契約額等 対象物の種類 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） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

      当中間会計期間において、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。 

     

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

当中間会計期間において、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。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1)ストック・オプションの内容 

決議年月日   平成16年６月29日 

付与対象者の区分及び数   取締役6名、監査役1名、従業員28名、顧問1名 

ストック・オプション数（注）   普通株式  670,000株 

付与日   平成16年７月15日 

    行使の日において、当社または当社子会社の役員、顧問もしくは従 

  業員の地位にあること。 

    但し、その地位を失った後も、任期満了等の正当な理由による退任 

  または定年、子会社への移籍、あるいは会社都合による退職の場合に 

  限り、行使する事ができる。 権利行使条件 

    新株予約権を付与された者が死亡した場合は相続人がこれを行使で 

  きる。 

    その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との 

  間の新株予約権割当契約の定めるところによる。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

自 平成18年10月26日 
権利行使期間 

至 平成23年３月10日 

  (注)株式数に換算して記載しております。 
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 (2)ストック・オプションの規模及び変動状況 

   ① ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成16年６月29日 

権利確定前  

  期首         (株） 670,000 

  付与         (株) － 

  失効         (株) 60,000 

  権利確定     (株） 610,000 

  未確定残     (株) － 

権利確定後  

  期首         (株) － 

  権利確定     (株） 610,000 

  権利行使     (株) － 

  失効         (株) － 

  未行使残     (株） 610,000 

    ②ストック・オプションの単価状況 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成16年６月29日 

権利行使価格   (円) 120 

行使時平均株価 (円) － 

公正な評価単価（付与日）(円) 

(注) 
－ 

  (注) 会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため記載しておりません。 

 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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。 

 

前事業年度（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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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日） 

前事業年度末 
  (自 平成18年４月１日 
   至 平成19年３月31日） 

  １株当たり純資産額       95.61円 

  １株当たり 

      中間純利益金額        3.21円 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

中間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      104.08円

 １株当たり 

     中間純損失金額        0.79円

 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。 

  なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については１株当た

り中間純損失であり希薄化効果を

有している潜在株式が存在しない

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。 

 前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額 
（千円） 

1,281,207 1,563,356 1,654,907 

純資産の部の合計額から 
控除する金額（千円） 

－ － － 

普通株式に係る中間期末
(期末)の純資産額（千円） 1,281,207 1,563,356 1,654,907 

１株当たり純資産額の算定
に用いられた中間期末(期
末)普通株式の数（株） 

13,400,000 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。 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日）

前事業年度末 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日）

中間(当期)純利益又は純損
失(△) 42,962 △ 12,261 
（千円） 

71,662 

普通株主に帰属しない金額
（千円） 

－ － － 

普通株式に係る中間(当期)
純利益又は純損失(△) 
（千円） 

42,962 △ 12,261 71,662 

普通株式の期中平均株式数
（株） 

13,400,000 15,433,552 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 
たり中間(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615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） 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
  (自 平成18年４月１日 
   至 平成19年３月31日） 

新株の発行 
（公募増資） 
 当社株式は、平成18年10月26日

に株式会社名古屋証券取引所セント
レックス市場へ上場いたしました。
上場にあたり、平成18年９月21日及
び平成18年10月５日開催の取締役会
において、下記のとおり新株式の発
行を決議し、平成18年10月25日に払
込が完了いたしました。 
この結果平成18年10月25日付で資

本金は954,500千円、発行済株式数
は15,900千株となっております。 

 (１) 募集方法 
      一般募集 
    （ブックビルディング方式による 
      募集） 
 (２) 発行する株式の種類及び数 
      普通株式     2,500,000株 
 (３) 発行価格 
      １株につき      １５０円 
      一般募集はこの価格にて行い 
      ました。 
 (４) 引受価額 
      １株につき      １３８円 
      この価額は当社が引受人より 
      １株当たりの新株式払込金とし 
      て受取った金額であります。 
      なお、発行価格と引受価額との 
      差額総額は、引受人の手取金と 
      なります。 
 (５) 発行価額 
      １株につき    １３８円 
     (資本組入額      ６９円） 
 (６) 発行価額の総額 
                 345,000千円 
 (７) 払込金額の総額 
                 345,000千円 
 (８) 資本組入額の総額 
                 172,500千円 
 (９) 払込期日 
            平成18年10月25日 
 (10) 配当起算日 
            平成18年４月１日 
 (11) 資金の使途 
      DVD製造ライン等の設備の購入 
 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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５．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             1,287,393 98.4 

（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、消費税等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、当中間会計期間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 

当中間会計期間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。 

当中間会計期間 
事業部門別の名称   （自 平成18年４月１日 前年同期比（％） 

  至 平成19年９月31日） 

CD部門                 （千円） 821,499 86.6 

DVD部門               （千円） 597,042 128.3 

スタンパー部門          （千円） 45,725 40.5 

その他の部門             (千円) 18,902 60.5 

合計（千円） 1,483,170 95.2 

（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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