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平成 20 年３月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 20 年２月 15 日 

上 場 会 社 名        株式会社オプトロム     上場取引所  名証セントレックス 
コ ー ド 番 号         7824                      ＵＲＬ  http://www.optrom.co.jp 
代  表   者 役職名 代表取締役社長   氏名 三浦 一博 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役     氏名 須藤 恒夫      ＴＥＬ (022)392－3711 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第３四半期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 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３四半期 2,230 (△12.4) △9 (  －) △59 (  －) △42 (  －)

19 年３月期第３四半期 2,545 (  － ) 203 (  －) 131 (  －) 74 (  －)

19 年３月期 3,337         226      144       71      

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年３月期第３四半期 △2  78   － － 

19 年３月期第３四半期 5   33    － － 

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３四半期 3,811 1,524 40.0  103 18 

19 年３月期第３四半期 4,094 1,657 40.5  104 27 

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

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

20 年３月期第３四半期 160 △230 △60  133 

19 年３月期第３四半期 340 △271 34  330 

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） －  － －  － 
0  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 3,015（△9.7） △19（－） △91（－） △76（－） △5  04 
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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、14 ページ「会計処理方法の変更」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、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３四半期におけるわが国経済は、企業収益が総じて高水準で推移し、設備投資の増加や雇用環境の底堅

さはあるものの、米国のサブプライムローンや世界的な原油、素材価格の高騰等による先行きの不透明感が増

し、景況感にはやや慎重さが見受けられます。 

  当社が関連する国内の CD 業界は、若年層における携帯電話やインターネットによる音楽配信サービス利用

が増加する中で、2007 年 4 月～12 月の音楽 CD の生産金額は 243,954 百万円（前年同期比 4.3%減）と前年実

績を下回りました。（社団法人日本レコード協会統計資料「オーディオレコード生産実績」から抜粋） 

  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 768,077 千円（前

年同期比 18.4%減）、複合型 CD（CD-ROM）の販売金額は 452,924 千円（前年同期比 21.5%減）に止まり、CD
全体の販売金額は 1,221,001 千円（前年同期比 19.6%減）と前期実績を下回る結果となりました。この減少は、

音楽配信サービスの伸張によりシングル CD が伸び悩んだほか、コンテンツの大容量化に伴うメディア切換え

等の影響により複合型 CD の減少が顕著となっていることに起因しております。 

  一方、国内の DVD 市場は、アニメ・バラエティ・邦画が伸張したものの、主力ジャンルである洋画の大幅

な減少が影響し、DVD ビデオ（セル・レンタル用）の 2007 年 4 月～12 月の売上金額は 241,222 百万円（前年

同期比 4.5%減少）と前年実績を下回る結果となりました。（社団法人日本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 898,479 千円（前年同期比 8.6%増）と前期実績

を上回ることができました。これは、当社が DVD 生産ラインの増強（現在 5ライン）を図る一方、TV アニメ

共同製作事業への参画等により、特に成長性の高いアニメ・バラエティ・趣味・教養のジャンルにおいて受注

活動を強化したことが功を奏したものといえます。 

  なお、当社の今期の業績予想は、国内における CD・DVD 市場の動向及び販売の見通し等に関する要素を織

り込んだものとしておりましたが、国内市場全体の不透明感から同業者間の価格競争が激化した影響を受け、

CD・DVD を合算した販売実績は計画に対して 111,463 千円の未達となりました。 

  また、スタンパー（光ディスク生産用原盤）部門においては、国内同業者向けコンテンツ入り（CD・DVD）

スタンパーが国内の CD・DVD 市場の減少により低調に推移する一方、記録型メディアの世界市場における

CD-R/RW から DVD-R/RW への移行が依然として遅れる状況にあります。このため、台湾を中心とした東南ア

ジア地域の既取引記録型ディスクメーカーからの本格的な受注に至らず、スタンパーの販売金額は 59,576 千円

（前年同期比 61.2%減）と前期実績に比べ大幅な落込みとなりました。 

  これらの結果、当第３四半期における売上高は 2,230,997 千円（前年同期比 12.4%減）と前期実績を下回る

結果となりました。 

  光ディスク業界においては、原油価格の高止まりに伴う原材料の値上り、特に主原材料である P ケース・ト

ールケース類の包装資材の高騰が生産コストの増大につながり、当社の売上原価に占める原材料費率は前年同

期に比べ 4.7%上昇する等、収益を大きく圧迫する要因となっております。また、当社が収益性の高い事業とし

て積極的に推進しているスタンパー部門において、市場動向の影響で売上高が足踏み状態にあることが収益に

相応の影響を及ぼす結果となっております。 

  このため、利益面におきましては、営業損失 9,270 千円（前年同期は営業利益 203,111 千円）、経常損失 59,114

千円（前年同期は経常利益 131,608 千円）、四半期純損失 42,436 千円（前年同期は四半期純利益 74,647 千円）

を計上することとなりました。 

 

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 1,116,850 千円（前年同期比 218,468 千円減）となりました。これは主に現金及び預金が 197,384

千円、受取手形が 86,496 千円減少したことによるものです。 

  固定資産は 2,694,154 千円（前年同期比 65,116 千円減）となりました。これは主に DVD 生産ラインの減価

償却費が前年同期に比べ増額したことに伴い有形固定資産が 90,520 千円減少したことによるものです。 

  この結果、総資産合計は 3,811,005 千円（前年同期比 283,585 千円減）となりました。 

（負債の部） 

  流動負債は 1,438,267 千円（前年同期比 26,629 千円増）となりました。これは主に短期借入金 120,000 千円

の増加に対し、設備未払金を含む未払金が 46,079 千円減少したことによるものです。 

  固定負債は 848,190 千円（前年同期比 176,871 千円減)となりました。これは主に長期借入金 176,871 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 2,286,457 千円（前年同期比 150,241 千円減）となりました。 

（純資産の部） 

  純資産合計は 1,524,548 千円（前年同期比 133,343 千円減）となりました。これは主に四半期純損失の計上

のほか、剰余金配当及び自己株式の取得に伴う減少によるものです。 
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②キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期のキャッシュ・フローについては、営業活動により 160,838 千円増加し、投資活動により 230,177

千円減少し、財務活動により 60,243 千円減少し、この結果現金及び現金同等物は 129,682 千円の減少となり、

四半期末残高は 133,243 千円（前年同期比 59.7％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、当四半期は税引前四半期純損失 64,217 千円（前年同期比は税引前四半期純利益 131,669 千円）

を計上しました。 

  この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べて収入が 179,744 千円（前年同期比

52.8％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、DVD 生産ライン等の主要な設備の導入が一段落したことにより、有形固定資産の取得による支

出は前年同四半期と比べて 45,078 千円の減少となりました。 

  この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べて支出が 41,205 千円（前年同期比

15.2％減）の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動は、設備投資及び資金の安定化を図るため長期借入金 100,000 千円、短期借入金 120,000 千円を調

達しました。また、長期借入金の返済 192,803 千円のほか、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本

政策遂行のための自己株式取得資金として 64,311 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、前年同四半期の 34,870 千円の収入に対し、当四半期は

60,243 千円の支出となりました。 

 

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 市場が減少の傾向にある中で一部のプレスメーカーにおいて不採算

による事業撤退が出始める等、業界再編の兆しを背景として当面は厳しい市場環境が続くことが予想されます。

  当社はこの状況にあって、独立系プレスメーカーとして市場動向にフレキシブルに対応しながらシェアの拡

大を図り、業界におけるさらなる地位の向上を目指してまいります。 

売上高の伸張が期待できる DVD 部門及びスタンパー部門の販売体制をさらに強化する一方、光ディスク生産

体制において一層の生産効率化を図るとともに、コスト削減等による利益向上策の推進に積極的に取り組んで

まいる所存です。 

  当期の業績見通しにつきましては、平成 19 年 11 月 16 日付けの平成 20 年 3 月期中間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」を修正し、売上高 3,015,000 千円（前期比 9.7%減）、営業損失 19,688

千円（前期は営業利益 226,744 千円）、経常損失 91,072 千円（前期は経常利益 144,178 千円）、当期純損失 76,393

千円（前期は当期純利益 71,662 千円）を見込んでおります。 

 

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法の改正に伴い、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、改正後の

法人税法に基づく方法により減価償却費を計上しております。 

  なお、この変更により営業損失、経常損失、税引前四半期純損失は従来と同一の方法と比べ、8,173 千円増加

しております。 
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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３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年３月期 

第３四半期末 
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 344,831 147,447 △197,384 △57.2 277,127

2.受取手形   ※4 191,887 105,390 △86,496 △45.1 281,555

3.売掛金 614,443 588,712 △25,731 △4.2 532,179

4.たな卸資産 115,903 136,396 20,493 17.7 98,448

5.その他 68,422 139,360 70,937 103.7 82,557

 貸倒引当金 △169 △457 △288 － △329

流動資産合計 1,335,319 1,116,850 △218,468 △16.4 1,271,540

Ⅱ 固定資産  

1.有形固定資産 ※1  

(1)建物    ※2 691,936 659,779 △32,156 △4.6 677,592

(2)機械及び装置※2 951,347 894,266 △57,081 △6.0 876,159

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

(4)その他 50,941 49,659 △1,282 △2.5 65,764

有形固定資産合計 2,620,450 2,529,930 △90,520 △3.5 2,545,741

2.無形固定資産 12,718 9,868 △2,849 △22.4 12,005

3.投資その他の資産 126,102 155,626 29,524 23.4 122,602

貸倒引当金 － △1,271 △1,271 － △394

固定資産合計 2,759,271 2,694,154 △65,116 △2.4 2,679,955

  資産合計 4,094,590 3,811,005 △283,585 △6.9 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３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年３月期 

第３四半期末 
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 
Ⅰ 流動負債  

1.買掛金 123,743 113,037 △10,706 △8.7 99,418

2.短期借入金 700,000 820,000 120,000 17.1 700,000

3.一年以内返済予定 

 長期借入金  ※2 
250,404 271,871 21,467 8.6 251,871

4.未払金 227,959 181,880 △46,079 △20.2 169,116

5.賞与引当金 13,557 14,865 1,308 9.7 31,647

6.その他    ※5 95,973 36,612 △59,361 △61.9 83,542

流動負債合計 1,411,637 1,438,267 26,629 1.9 1,335,595

Ⅱ 固定負債  

1.長期借入金  ※2 1,024,811 847,940 △176,871 △17.3 960,743

2.その他 250 250 － － 250

固定負債合計 1,025,061 848,190 △176,871 △17.3 960,993

負債合計 2,436,698 2,286,457 △150,241 △6.2 2,296,588

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

1.資本金 954,500 954,500 － － 954,500

2.資本剰余金  

(1)資本準備金 464,500 464,500 － － 464,500

3.利益剰余金  

(1)その他利益剰余金  

繰越利益剰余金 238,892 169,620 △69,271 △29.0 235,907

4.自己株式 － △64,072 △64,072 － －

株主資本合計 1,657,892 1,524,548 △133,343 △8.0 1,654,907

純資産合計 1,657,892 1,524,548 △133,343 △8.0 1,654,907

負債、純資産合計 4,094,590 3,811,005 △283,585 △6.9 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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㈱オプトロム（7824）平成 20 年 3月期 第 3四半期財務・業績の状況 

 (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３四半期 

当四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期 
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 2,545,607 2,230,997 △314,610 △12.4 3,337,810

Ⅱ 売上原価 2,049,808 1,942,320 △107,487 △5.2 2,721,914

売上総利益 495,799 288,676 △207,122 △41.8 615,895

Ⅲ 販売費及び一般管理費 292,688 297,947 5,259 1.8 389,152

営業利益又は営業損失

（△） 203,111 △9,270 △212,381 － 226,743

Ⅳ 営業外収益   ※１ 19,181 15,282 △3,898 △20.3 30,349

Ⅴ 営業外費用   ※２ 90,683 65,126 △25,557 △28.2 112,915

経常利益又は経常損 
（△） 131,608 △59,114 △190,723 － 144,177

Ⅵ 特別利益 61 － △61 － －

Ⅶ 特別損失    ※３ － 5,102 5,102 － 15,388

税引前四半期（当期）純利益 
又は税引前四半期純損失（△） 131,669 △64,217 △195,886 － 128,788

法人税、住民税及び 
事業税 21,936 2,297 △19,638 △89.5 37,596

法人税等調整額 35,085 △24,078 △59,164 － 19,530

四半期（当期）純利益 
又は四半期純損失（△） 74,647 △42,436 △117,084 － 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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㈱オプトロム（7824）平成 20 年 3月期 第 3四半期財務・業績の状況 

(3) （要約）四半期株主資本等変動計算書 

前第３四半期会計期間（自平成 18 年 4月 1日 至平成 18 年 12 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

第３四半期中の変動額    

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

第３四半期純利益 － － － 74,647 74,647 74,647 74,647

株主資本以外の項目の第３四
半期中の変動額（純額） 

－ － － － － － －

第３四半期中の変動額合計 172,500 172,500 172,500 74,647 74,647 419,647 419,647

平成18年12月31日残高 954,500 464,500 464,500 238,892 238,892 1,657,892 1,657,892

 
当第３四半期会計期間（自平成 19 年 4月 1日 至平成 19 年 12 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

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３四半期中の変動額    

剰余金の配当 
－ － －

△23,850 △23,850 － △23,850 △23,850

第３四半期純損失 － － － △42,436 △42,436 － △42,436 △42,436

自己株式の取得 － － － － － △64,072 △64,072 △64,072

株主資本以外の項目の第３四
半期中の変動額（純額） 

－ － － － － － － －

第３四半期中の変動額合計 － － － △66,286 △66,286 △64,072 △130,358 △130,358

平成19年12月31日残高 954,500 464,500 464,500 169,620 169,620 △64,072 1,524,548 1,524,548
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㈱オプトロム（7824）平成 20 年 3月期 第 3四半期財務・業績の状況 

 
 
（参考）前事業年度（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 第 3四半期財務・業績の状況 

(3) （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３四半期 

当四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成 19 年３月期） 

区分 
注記 

番号 
金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期(当期)純利益又は純損失(△) 131,669 △64,217 128,788

減価償却費 214,059 228,362 293,726

賞与引当金の増加額（△減少額） △17,352 △16,781 737

貸倒引当金の増加額（△減少額） △61 1,004 493

受取利息及び受取配当金 △14 △167 △100

支払利息 44,688 40,434 58,509

固定資産除却損 － 4,225 15,388

たな卸資産の減少額（△増加額） △31,505 △37,948 △20,480

売上債権の減少額（△増加額） 38,034 119,631 29,842

仕入債務の増加額（△減少額） △6,705 13,618 △31,029

未払消費税等の増加額（△減少額） △16,487 △6,424 △13,678

その他 33,884 △40,382 △18,201

小計 390,210 241,356 443,994

利息及び配当金の受取額 14 167 100

利息の支払額 △46,402 △41,703 △60,340

法人税等の支払額 △3,240 △38,982 △3,240

営業活動によるキャッシュ・フロー 340,582 160,838 380,515

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 △271,252 △226,174 △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 △271,382 △230,177 △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 △100,000 120,000 △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 △186,336 △192,803 △248,937

株式の発行による収入 341,238 － 341,238

株式公開費用 － － △20,031

自己株式の取得による支出 － △64,404 －

配当金の支払額 － △23,035 －

その他 △20,031 － －

財務活動によるキャッシュ・フロー 34,870 △60,243 △27,730

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 760 △100 931

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 104,830 △129,682 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四半期期末(期末)残高 ※1 330,629 133,243 262,925
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㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第３四半期財務・業績の状況   

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３四半期 

当四半期 

平成20年３月期 
第３四半期 

（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 

(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 

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 
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㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第３四半期財務・業績の状況   

前年同四半期 

平成19年３月期 
第３四半期 

当四半期 

平成20年３月期 

第３四半期

（参考）前期 

（平成19年３月期） 

３．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３四 

 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３四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３四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。 

３．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 

３．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。 

４.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。 

４.リース取引の処理 

同  左 

４.リース取引の処理 

同  左 

５.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。 

５.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 

５.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．第３四半期キャッシュ・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。 

６．第３四半期キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 

              同 左 
 

６．キャッシュ・フロー計算書に 

おける資金の範囲 

 

              同 左 
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㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第３四半期財務・業績の状況   

前年同四半期 

平成19年３月期 
第３四半期 

当四半期 

平成20年３月期 

第３四半期

（参考）前期 

（平成19年３月期） 

７．その他第３四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。 

７．その他第３四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 

７．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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㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第３四半期財務・業績の状況   

会計方針の変更 

前年同四半期 

平成19年３月期 
第３四半期 

当四半期 

平成20年３月期 

第３四半期

（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、1,657,892千円でありま 

 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。 

（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25,862千円減少しておりま 

 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25,862千円増加し、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。 

 

――――― 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 14
 



㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第３四半期財務・業績の状況   

前年同四半期 

平成19年３月期 
第３四半期 

当四半期 

平成20年３月期 
第３四半期 

（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) 

  当第３四半期から、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、この変更により営業損

失、経常損失、税引前第３四半期

純損失は従来と同一の方法と比

べ、8,173千円増加しております。

 
――――― 
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㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第３四半期財務・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３四半期末 

当四半期末 

平成20年３月期 
第３四半期末 

（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 

         4,973,674千円 

※２．担保資産及び担保付債務 

（担保に供している資産） 

  建        物     691,913千円 

  機械及び装置     951,347千円 

  土        地     926,225千円 

        計       2,569,486千円 

    （上記のうち工場財団設定分） 

  建        物     691,913千円 

  機械及び装置     951,347千円 

  土        地     486,025千円 

        計      2,129,285千円 

 (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       934,811千円 

      計         1,125,215千円 

  （うち工場財団分 811,200千円） 

※１.有形固定資産の減価償却累計額

         4,957,529千円 

※２．担保資産及び担保付債務 

（担保に供している資産） 

  建        物     657,261千円 

  機械及び装置     894,266千円 

  土        地     926,225千円 

        計       2,477,752千円 

    （上記のうち工場財団設定分） 

  建        物     657,261千円 

  機械及び装置     894,266千円 

  土        地     486,025千円 

        計      2,037,553千円 

 (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       742,940千円 

      計           934,811千円 

 （うち工場財団分  638,400千円） 

※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        ― 

    受取手形裏書譲渡高 7,444千円 

  ３．受取手形割引高  60,611千円 

    受取手形裏書譲渡高 4,612千円 

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            7,061千円 

※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           11,800千円 

※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 

― 
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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３四半期 

当四半期 

平成20年３月期 
第３四半期 

（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 

共同制作事業収益金 14,927千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息           44,688千円 

共同制作事業費用   16,912千円 

※３．      ――――― 

             

４．減価償却実施額 

有形固定資産      211,932千円 
無形固定資産        2,126千円 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

共同制作事業収益金 9,178千円

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息          40,434千円

共同制作事業費用  20,604千円

※３．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損    4,225千円

４. 減価償却実施額 

有形固定資産     226,225千円

無形固定資産       2,137千円
 

※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３四半期財務・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12月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） 当四半期末(株) 

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

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12月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 ― 1,125,000 ― 1,125,000 

（注）普通株式の自己株式数の増加1,125,000株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,125,000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、次のとおりであります。 

        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
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㈱オプトロム(7824)平成20年3月期 第３四半期財務・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３四半期 

当四半期 

平成20年３月期 

第３四半期 

（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12月31日現在） 

  現金及び預金     344,831千円 

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 330,629千円 

 

※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12月31日現在） 

  現金及び預金     147,447千円

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 133,243千円

 

※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３四半期 

当四半期 

平成20年３月期 
第３四半期 

（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３四

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３四

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３四半
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３四半
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 7,172 46,622 
機械及び
装置 53,795 17,931 35,863

機械及び
装置 53,795 9,862 43,932

合 計 53,795 7,172 46,622 合 計 53,795 17,931 35,863 合 計 53,795 9,862 43,932

２．未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

      １年内        10,222千円 

      １年超        36,797千円 

      合   計       47,019千円 

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       7,812千円 

    減価償却費相当額   7,172千円 

    支払利息相当額     1,175千円 

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３四半期末残

高相当額 

      １年内        10,588千円 

      １年超        26,208千円 

      合   計       36,797千円 

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       8,788千円 

    減価償却費相当額   8,069千円 

    支払利息相当額     1,065千円 

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３四半期財務・業績の状況   

（有価証券関係） 
前年同四半期末（平成18年12月31日現在） 

該当事項はありません。 

 

当四半期末（平成19年12月31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） 

  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12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 △2,924 △2,924

合計 200,000 △2,924 △2,924

（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12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 △934 △934

合計 200,000 △934 △934

（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12月31日） 

      当第３四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12月31日） 

当第３四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。 
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（参考）前期（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 

権利行使条件 

    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。 

    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。 

権利行使期間 
自 平成18年10月26日 

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。 

 

 (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。 
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（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12月31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12月31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。 

 

 

（1株当たり情報） 

前年同四半期 

平成19年３月期 
第３四半期 

当四半期 

平成20年３月期 
第３四半期 

（参考）前期 

（平成19年３月期） 

  １株当たり純資産額     104.27円 

  １株当たり第３四半期 

  純利益金額               5.33円 

   なお、潜在株式調整後１株当たり 

 第３四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    103.18円

  １株当たり第３四半期 

  純損失金額              2.78円

なお、潜在株式調整後１株当たり 

第３四半期純利益については１株

当たり第３四半期純損失であるた

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12月31日現在）

当四半期末 
（平成19年12月31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） 

1,657,892 1,524,548 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） 
1,657,892 1,524,548 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） 

15,900,000 14,775,000 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３四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 

第３四半期） 

（参考）前期 
（平成19年３月期） 

当期純利益（千円） 74,647 △ 42,436 71,662 

普通株主に帰属しない金額
（千円） 

－ － － 

普通株式に係る第３四半期
（当期）純利益（千円） 

74,647 △ 42,436 71,662 

普通株式の期中平均株式数
（株） 

14,018,182 15,267,145 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３四半期（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610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） 
前年同四半期（自 平成18年４月１日  至 平成18年12月31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12月31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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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             1,971,435 95.7 

（注）1.  製品と仕入商品及び仕入製品の区分が困難なため、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３四半期）  

前年同期比（％） 

CD部門                 （千円） 1,221,001 80.4 

DVD部門               （千円） 898,479 108.6 

スタンパー部門          （千円） 59,576 38.8 

その他の部門             (千円) 51,940 112.4 

合計（千円） 2,230,997 87.6 

（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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