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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 2,431 △9.8 △201 ― △291 ― △369 ―
22年3月期 2,694 △13.5 20 ― △118 ― △138 ―

（注）包括利益 23年3月期 △366百万円 （―％） 22年3月期 △137百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 △18.22 ― △83.5 △11.8 △8.3
22年3月期 △7.55 ― △20.9 △4.4 0.8

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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

23年3月期 2,371 260 10.9 12.75
22年3月期 2,583 627 24.2 30.86

（参考） 自己資本   23年3月期  258百万円 22年3月期  625百万円

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

23年3月期 △4 △5 66 192
22年3月期 138 9 △191 136

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、現時点において合理的な算定が困難であることか
ら未定としております。今後、業績予想の算定が可能となった時点において、速やかに開示いたします。 



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(注)詳細は、添付資料Ｐ．19「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 20,256,000 株 22年3月期 20,256,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 1,745 株 22年3月期 766 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 20,254,604 株 22年3月期 18,393,492 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 2,420 △8.4 △176 ― △263 ― △373 ―
22年3月期 2,643 △14.7 43 ― △81 ― △136 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 △18.43 ―
22年3月期 △7.41 ―

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

23年3月期 2,356 262 11.1 12.87
22年3月期 2,573 635 24.6 31.30

（参考） 自己資本 23年3月期  260百万円 22年3月期  633百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手
続は終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、当社グループ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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等
については、添付資料Ｐ．２「経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の各種経済対策やアジア新興国の高い経済成長を背景に、輸出産業

を中心に業績持ち直しの動きが見られ緩やかな回復基調にありました。一方で、欧州における財政危機問題、円高

の進行、資源価格の上昇、国内経済のデフレ基調の継続と雇用環境の低迷などの要因が重なり、景気の先行き不透

明感から個人消費は低迷し、引き続き厳しい消費環境となりました。  

 このような状況の中、当社グループは継続的事業再構築計画の一環として、デジタルコンテンツ事業を市場シェ

アの規模に応じた事業体制へと見直しを図り、その結果、創出された経営資源を新規事業である次世代蛍光灯

「E・COOL」事業へ再配分することを柱とする事業再構築に取組んでまいりました。しかし、デジタルコンテンツ

事業にあっては、継続的な市場縮小傾向が一段と進行し、E・COOL事業にあっては、夏場に点滅・不点灯のクレー

ムを発生させたことから、事業実績が大幅に下回ることになりました。また、3月11日に発生した東日本大震災に

より、工場の操業一時停止、設備機器の一部損傷、受注のキャンセルや生産延期などの影響が発生しております。

その結果、当連結会計年度の売上高は2,431,058千円(前年同期比9.8％減）、営業損失は201,723千円（前年同期は

営業利益20,314千円）、経常損失は291,125千円（前年同期は経常損失118,964千円）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。  

（デジタルコンテンツ事業） 

  国内の光ディスク業界において、音楽ＣＤ市況は、アイドル人気の沸騰によるシングルＣＤ販売回復や４年ぶり

のミリオンヒットシングルが出現するなどのプラス要因もありましたが、長期化する消費低迷を背景として低価格

化が浸透するなど、依然として市場縮小の傾向にありました。2010年４月～2011年３月の生産数は203,651千枚

（前年同期比0.5％減）、生産額は217,720百万円（前年同期比7.8％減）と減少しました。（社団法人日本レコー

ド協会統計資料「オーディオレコード生産実績」から抜粋） 

 また、国内ＤＶＤ市況（セル・レンタル用）は主力ジャンルである日本アニメーション、洋画、芸能・趣味・教

養などにおいては回復傾向にありましたが、邦画、海外ＴＶドラマ、アジア映画など他ジャンルでの減少傾向に回

復の兆しはなく、音楽ＣＤ市況同様、低下価格化も進行しました。2010年４月～2011年３月の生産数は75,677千枚

（前年同期比5.7％減）、生産額は217,816百万円（前年同期比8.0％減）と減少となりました。（社団法人日本映

像ソフト協会資料「ビデオソフト月間売上速報」から抜粋） 

 このような厳しい経営環境の中、当社デジタルコンテンツ事業においては、特に成長性のあるアニメーション、

芸能・趣味・教養のジャンルに特化した営業活動と顧客満足度を重視した営業戦略を展開し、生産コストに見合う

適正価格での受注確保に努めました。 

一方、利益面では、生産体制を市場規模とシェアに応じた適正な製造ラインへと見直しを行い、人員削減をは

じめあらゆる原価低減策に取組みました。しかし、経済市況の悪化やコンテンツのダウンロード配信の普及などの

要因からＣＤ・ＤＶＤ市場が減少基調にあり、大ロットの受注が減少したことなどの影響により前年を下回る結果

となりました。また、年間を通じて 大の繁忙期である３月に東日本大震災が発生した影響により、一時的に工場

が操業停止状態になったことから売上、利益両面に大きな影響を受けました。その結果、ＣＤ売上高は1,044,968

千円、ＤＶＤ売上高は863,771千円、スタンパー等その他売上高は63,521千円となり、デジタルコンテンツ事業全

体の売上高は1,972,261千円（前年同期比17.8％減）となり営業損失は79,657千円となりました。 

更に、災害による損失、災害損失引当金繰入額、固定資産除却損など85,980千円を特別損失として計上してお

ります。 

  

（Ｅ・ＣＯＯＬ事業） 

 当連結会計年度においてE・COOL事業の基盤を確立すべく、事業再構築計画を策定して「産業活力の再生及び産

業活動の革新に関する特別措置法（産活法）」の認定を受け、事業資金の調達も実施して生産、販売の強化に取り

組んでまいりました。しかし、夏場に発生した内蔵インバーターの温度保護回路の過敏な反応などによる点滅・不

点灯のクレームにより、その対応を 優先として製品交換の実施、品質管理の徹底に時間を費やしたことから、代

理店のフォロー活動や営業活動に十分注力できない状況がありました。その結果、E・COOLの事業実績は計画と大

幅に乖離することとなりました。E・COOLの売上としては初めて年間通じての実績となったことから事業全体の売

上高は428,777千円となり営業損失30,863千円となりました。 

  

（次期の見通し） 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、現時点に

おいて合理的な算定が困難であることから未定としております。今後、業績予想の算定が可能となった時点におい

て、速やかに開示いたします。  

  

１．経営成績
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 (2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

  当連結会計年度末の流動資産は824,716千円（前年同期比0.1％減）となりました。 

 主要な項目として、現金及び預金192,180千円（同40.9％増）、受取手形及び売掛金350,981千円（同25.6％

減）、原材料及び貯蔵品などのたな卸資産が192,357千円（同55.5％増）であります。 

（固定資産） 

 当連結会計年度末の固定資産は1,546,804千円（同12.0％減）となりました。 

 主な項目として、本社工場の建物及び構築物471,756千円（同8.3％減）、機械装置及び運搬具339,056千円（同

23.5％減）及び土地673,008千円であります。 

  この結果、総資産合計は2,371,520千円（同8.2％減）となりました。 

（流動負債） 

当連結会計年度末の流動負債は1,570,620千円（同6.3％増）となりました。 

主要な項目として、買掛金147,271千円（同39.1％増）、短期借入金930,239千円（同2.2％増）、1年内返済予定

の長期借入金234,570千円（同3.3％減）、未払金176,806千円（同10.7％増）であります。 

（固定負債） 

当連結会計年度末の固定負債は540,672千円（同12.9％増）となりました。 

主要な項目として、長期借入金500,828千円（同8.5％増）、繰延税金負債7,995千円であります。 

 この結果、負債合計は、2,111,293千円（同7.9％増）となりました。 

（純資産） 

当連結会計年度末の純資産は260,227千円（同58.5％減）となりました。 

 これは、当期純損失369,012千円（同165.6％増）を計上したことによるものです。  

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比較して

55,774千円増加し、当連結会計年度末には192,180千円となりました。 

 これは、営業活動により4,402千円支出（前年同期は138,520千円獲得）、投資活動により5,747千円支出（同

9,293千円獲得）、財務活動により66,261千円獲得（同191,913千円支出）、現金及び現金同等物に係る換算差額

337千円支出（同152千円支出）したことによります。 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、4,402千円（同138,520千円の獲得）となりました。 

 これは、税金等調整前当期純損失372,165千円を計上したこと及び、減価償却費132,840千円、売上債権の増加

額118,989千円、たな卸資産の増加額68,640千円、仕入債務の増加額41,378千円、東日本大震災による損害とし

て災害損失引当金33,818千円を計上したことが主なものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、5,747千円（同9,293千円の獲得）となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得による支出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） 

 財務活動の結果獲得した資金は、66,261千円（同191,913千円の使用）となりました。 

 これは主に短期借入金の純増額20,000千円、長期借入金の返済187,310千円、長期借入金235,000千円によるも

ので、長期借入金のうち200,000千円はE・COOL事業資金として調達したものであります。 
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    なお、当社グループ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。 

 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 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 ２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベ－スに計算しています。 

 ３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

 ４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としています。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株主への利益還元を経営の 重要課題の一つとして位置づけており、財務状況や将来の事業展開等を総

合的に勘案しつつ、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。 

 当社は、剰余金の配当について、期末配当の年１回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第５項に

規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期

末配当は株主総会であります。 

      当期の配当につきましては、当期純損失を計上したことから無配とさせていただきます。 

  

(4）事業等のリスク 

① ＣＤ市場の状況について 

 当社グループが関連するＣＤ市場は、今後ゆるやかに縮小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ＣＤ－ＤＡ（オーディオＣＤ）の減少、あるいは複合型ＣＤ（Ｃ 

Ｄ－ＲＯＭ）における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、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 海外の仕入先への集中・依存 

 当社グループは、CCFL蛍光灯「E・COOL」を共同開発者である台湾のGreat Top Technology社(以下、GTT社)の 

１社から仕入を行っておりますが、これは製造技術の外部流出防止と海外生産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、GTT社は設立時からインバーター製造、研究開発の専門会社であり、当

社の「E・COOL」の設計、製造に特殊性があります。そのため、自然災害や国際情勢の不安や電子部品市況の悪

化等により仕入先を切替えた場合は、当社が要求する生産能力や品質基準に対する工場監査に時間を要すること

から、生産に影響が生じる可能性があり、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。 

③ 知的財産権等について 

 当社グループは、事業に関連した特許等の知的財産権について、訴訟やクレーム等の問題が発生したという事 

実はありません。 

 当社はCCFL蛍光灯「E・COOL」の事業拡大へ向けて、国際特許、意匠特許、商標登録などの特許出願を精力的

に行っております。出願時には特許性調査も行い、今後も知的財産権を戦略的に取得又は活用していく方針です

が、すべての特許出願について登録に至るとは限りません。当社の重要な技術についての特許が成立しなかった

場合、他社製造の競合品に対して特許権を行使することができず、当社の事業戦略や経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  平成22年３月期 平成23年３月期 

 自己資本比率(％)  24.2  10.9

 時価ベースの自己資本比率(％)  27.4  12.8

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)  11.5  －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)  2.5  －
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④ 株式価値の希薄化に関わるリスク 

 当社は、平成22年３月18日にＯａｋキャピタル株式会社を割当先とする新株式及び新株予約権の発行を行いま

した。 

 当社の総議決権数は20,256個（平成23年３月31日現在）であり、同社の新株予約権の目的である株式の総数

6,500,000株に係る議決権数は6,500個であり、当社の総議決権数に対する希薄化率は32.1％（行使後の総議決権

数に占める割合は28.76％）と株式の希薄化率は25.0％以上になり、相応の株式価値の希薄化につながることに

なります。 

 しかしながら、資金調達の使途については、環境エネルギー事業の安定的な収益体質の確保のための資金調達

を目的としており、直接調達による資金調達を出来る限り行うことが当社にとって必要なものであります。ま

た、新株予約権は、行使価額修正条項付き新株予約権とは異なり、株式市場の動向により影響を受けない行使価

額及び対象株式数の双方が固定された発行スキームとなっております。さらに、新株予約権には、取得条項が規

定されており、一定の条件のもとで当社の選択により潜在株式数を減少させることができます。従って、当該資 

金調達により、事業基盤の安定と将来の収益力の回復が図られ、ひいては当社の企業価値及び株主価値の向上に 

つながるものであると当社は考えており、当社株式の発行数量及び株式の希薄化の規模はかかる目的達成の上で 

合理的であると判断しております。 

⑤ 大株主としての経営権について 

 当社は、平成22年３月18日にＯａｋキャピタル株式会社を割当先とする新株式及び新株予約権の発行を行いま

した。 

 同社の平成23年３月31日現在において既に保有する当社株式に加えて新株予約権が全て行使された場合の発行 

株式数を合わせると総議決権数の28.76％を占める大株主となります。しかしながら、同社につきましては、既

に保有する当社株式及び新株予約権並びにその行使により取得する当社株式の保有目的は純投資であり、取得す

る当社株式を原則として長期間保有する意思を有しておらず、同社は、可能な限り市場動向に配慮しながら新株

予約権の行使及び当社株式を売却していく旨の表明を行っております。よって今後において会社の経営体制に変

更が生じる可能性は極めて低いものと判断しております。 

⑥ 資金調達に関わるリスク 

 当社は平成22年３月18日に環境エネルギー事業の仕入在庫資金及び研究開発資金の資金確保を目的として、Ｏ 

ａｋキャピタル株式会社を割当先とする新株式及び新株予約権の発行を行いました。新株予約権については、そ 

の性質上、行使価額が市場価額を上回っている状況においては、行使が進まない状況になり、このような状況が 

継続する場合は、資金需要に沿った調達が困難になる可能性があり、その場合においては、当社グループの業績 

に影響を与える可能性があります。 

⑦ 主原材料の市況変動による影響 

 当社グループ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。一昨年までの

原油価格の高騰に伴い、ポリカーボネイトの市場価格は高止まり傾向にあったことにより当社の業績を圧迫しま

したが、近時においての市場価格は、原油価格の高騰前の価格に戻りつつあります。このことから、当社の想定

価格以上に調達価格が上昇した場合、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。また、包装材料であるＰケース、トールケースなども石油を原料とするプラスチック樹脂の２次製品であ

るため、ポリカーボネイトと同様、当社の想定価格以上に調達価格が上昇した場合、当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

⑧ 減損会計について 

 当社グループの固定資産については、減損会計を適用しております。保有する資産の管理については、資産価

値向上に努めておりますが、市場環境の悪化等により、保有資産の収益性が低下し、減損損失を計上した場合、

当社グループの業績に影響を与え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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⑨ 自然災害、事故等のリスク 

 東日本大震災は、マグニチュード９の過去に例のない大震災となりました。この震災により電気・水道・ガ

ス・通信・交通とあらゆるライフラインが途絶したことから当社工場も操業停止状態となりました。当社は震災

翌日から工場の被害確認と復旧に向けて全力をあげて取組みましたが、操業再開まで15日間を要しました。 

 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た

り、製品出荷のための交通手段が遮断されたりすることになった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 また、大震災後の余震は長期間続く可能性があると言われており、大規模な余震が発生した場合にも、生産活

動が中断されることが考えられます。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、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。 

⑩ 返済遅延と財務制限条項について 

 当社は、財務力の維持に努めてまいりましたが、過去３期連続して経常損失、及び当期純損失を計上し、東日

本大震災により工場の操業が停止したことで、売上収入の減少、震災復旧の追加支出等が発生し、シンジケー

ト・ローンをはじめとする有利子負債を約定どおり返済するのが困難となりました。 

 また、当連結会計年度においても、経常損失および当期純損失を計上したことでシンジケート・ローン契約

（平成23年３月末、借入金残高120,000千円）の財務制限条項及び純資産維持条項に抵触いたしました。 

 当社は、当該状況を解消すべく経営基盤の再構築のための経営改善計画を策定して、貸付人である全ての取引

金融機関に対し、平成23年９月末までの返済猶予と期限の利益喪失請求の放棄を主要とするシンジケート・ロー

ンの変更契約を依頼しており、平成23年５月31日付で変更契約締結の予定であります。 

 また、その他の有利子負債についても、９月末までの返済猶予の理解をいただいており、その後の返済スケジ

ュールについても引続き交渉中であります。 

  

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、過去３期連続して経常損失、及び当期純損失であり、当連結会計年度においても、E・COOL事

業業績が計画と大幅に乖離し、291,125千円の経常損失および369,012千円の当期純損失となりました。さらに、３

月に発生した東日本大震災により工場の操業が停止したことで売上収入が減少し、また、震災復旧の追加支出が発

生したことから、約定通りに借入金を返済することが困難となりました。これらにより、当社グループには継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく平成22年４月に策定した経営改善計画において、デジタルコンテンツ事

業の継続的な製造コストの削減、E・COOLの販売強化と商品開発、E・COOLの安定供給と品質保証のための生産管理

の強化等を掲げ、引き続き実現に向け取り組んでおります。また、借入金の返済に関しては、各取引金融機関に対

し平成23年９月末までの元本返済猶予の変更契約とその後の返済スケジュールについて引き続き交渉中でありま

す。 
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近の有価証券報告書（平成22年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略しております。   

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、“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 

 当社グループは、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

価値向上のために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

る所存であります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、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

位の向上を目指すと共に、環境エネルギー事業において環境負荷などの社会的環境のニーズに応える製品を提供し

ながら企業価値の向上を目指します。 

 デジタルコンテンツ事業においては、インターネット配信や海外メーカーへの流失等の外的要因により後退する

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。また、成長性が高いアニメ・邦画の映像

ソフトに共同製作出資するなど、積極的な営業展開によるにシェアの拡大を推進し、DVD生産設備の稼働率が向上す

ることによる収益向上を目指します。また、新規事業への展開において、Blu-rayと DVD双方の規格に準拠したハイ

ブリッド・ディスクの生産体制が確立し、今後、高画質な映像ソフトが普及する過渡期となっていることから、レ

ンタル業界からの受注が期待され、更に、Blu-rayディスクの生産体制確立を図ります。 

 環境エネルギー事業においては、平成21年４月施行の改正省エネ法により、全エネルギー消費量のうち、照明に

使われる量は約21.3％とされていることからCO2排出量削減の観点で既存光源から消費電力が少ない次世代照明の採

用を積極的に進める流れが加速しております。次世代照明であるCCFL蛍光灯「E・COOL」は、平成21年10月から本格

的な量産開始となり、40W形E・COOL、20W形E・COOLなどを市場に投入し、工場、店舗、オフィス、公共施設など多

くの場所で利用されております。また、直管蛍光灯型の次世代照明において、配光特性、消費電力、価格などに強

みがあり、110W形を開発することにより販売競争力の強化を図ります。更に、生産管理に対応する組織と人員を強

化することにより、物流コストの効率化や品質保証の確保を図ります。 

 なお、当社グループは、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。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、前連結会計年度において３期連続の経常損失、当期純損失であり、当該状況を解消すべく、経営

合理化計画を策定しており、それは利益の黒字化を目標として、販売価格の適正化（売上原価に見合う価格転嫁）、

製造コストの削減の実行と「E・COOL」など新製品の開発により販売拡大、また、産業活力の再生及び産業活動の革

新に関する特別措置法による認定を受け、同法に基づく金融機関からの資金調達を実施いたしました。 

 当連結会計年度において、E・COOL事業の販売計画と実績が大幅に乖離したことやデジタルコンテンツ事業におい

て繁忙期の３月に東日本大震災が発生した影響により、一時的に工場が操業停止状態となったことなどから利益面に

大きな影響を受けました。この結果、経常損失は291,125千円となり、災害による損失、災害損失引当金繰入額、固

定資産除却損などを特別損失として計上したことにより当期純損失も369,012千円となり、多額の損失を計上するこ

ととなりました。当該経営合理化計画はその途上にあり、利益の黒字化を目標として再度邁進してまいります。 

  

① 財務体質の強化 

 当社は、当連結会計年度において、E・COOL事業実績が計画と大幅に乖離し、デジタルコンテンツ事業では継続

的な市場縮小傾向に加え、東日本大震災の影響で工場が操業停止となり売上収入が減少し、震災復旧の追加支出

の発生などが重なったことにより、シンジケート・ローンの弁済が困難となり取引金融機関に対し返済の猶予を

依頼しております。 

 この状況を解消するために、執行役員制度を新たに導入し、経営再建計画の継続的かつ迅速な実施により利益

の黒字化を達成することを目指し、財務体質の強化を図ってまいります。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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② 環境エネルギー事業 

 CCFL蛍光灯「E・COOL」は、国内販売において40W形E・COOL、20W形E・COOLなどラインナップを充実させ、公共

施設、店舗、オフィス、工場の照明として実績を上げており、CO2削減が追い風となっている状況で、消費電力削

減の商品として認知度が浸透しております。 

 しかし、E・COOLの一部インバーターにクレームが発生したことにより、顧客の皆様には大変なご迷惑をお掛け

しました。今後も、品質管理の徹底により製造不良の抑制・撲滅に万全を期してまいります。 

 また、大型店舗や大型工場などに需要が見込める110W形E・COOLを開発することにより競争力の強化を図り、代

理店販売と顧客の要望に応えるべく大型案件に対応する直接販売により売上高の拡大と固定客の確保による売上

拡大を図ります。 

  

③ デジタルコンテンツ事業 

 成熟期にあるCD・DVDは、インターネット配信や海外メーカーへの流失等の外的要因により後退するパッケージ

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。 

 また、成長性が高いアニメ・邦画の映像ソフトなどのジャンルに積極的な営業を展開にすることにより、シェ

アの拡大を推進し、DVD生産設備の稼働率が向上することによる収益向上を目指します。 

 利益面においては、製造原価に見合った販売価格の適正化を引続き推進いたします。製造部門においては、さ

らなる製造原価の低減による利益の向上を目指します。 

   

(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．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 136,406 192,180

受取手形及び売掛金 471,966 350,981

商品及び製品 13,005 73,594

仕掛品 27,078 38,125

原材料及び貯蔵品 83,634 80,638

その他 108,594 101,243

貸倒引当金 △14,958 △12,048

流動資産合計 825,726 824,716

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 514,338 471,756

機械装置及び運搬具（純額） 443,098 339,056

土地 673,008 673,008

その他（純額） 16,893 13,801

有形固定資産合計 1,647,337 1,497,622

無形固定資産   

その他 7,635 3,555

無形固定資産合計 7,635 3,555

投資その他の資産   

長期前払費用 28,801 5,200

その他 130,001 97,821

貸倒引当金 △56,232 △57,396

投資その他の資産合計 102,570 45,626

固定資産合計 1,757,543 1,546,804

資産合計 2,583,270 2,371,520

負債の部   

流動負債   

買掛金 105,892 147,271

短期借入金 910,268 930,239

1年内返済予定の長期借入金 227,115 234,570

未払金 159,691 176,806

未払法人税等 6,253 4,589

賞与引当金 4,940 －

災害損失引当金 － 33,818

その他 62,901 43,325

流動負債合計 1,477,061 1,570,620

固定負債   

長期借入金 461,796 500,828

繰延税金負債 14,391 7,995

その他 2,911 31,848

固定負債合計 479,098 540,672

負債合計 1,956,160 2,111,293
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 984,508 984,508

資本剰余金 584,048 584,048

利益剰余金 △942,731 △1,311,743

自己株式 △20 △44

株主資本合計 625,804 256,768

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △650 1,503

その他の包括利益累計額合計 △650 1,503

新株予約権 1,955 1,955

純資産合計 627,109 260,227

負債純資産合計 2,583,270 2,371,520
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 2,694,456 2,431,058

売上原価 2,228,635 2,144,455

売上総利益 465,820 286,603

販売費及び一般管理費 445,506 488,327

営業利益又は営業損失（△） 20,314 △201,723

営業外収益   

受取利息 28 15

共同製作事業収益金 6,299 16,963

助成金収入 25,658 8,394

たな卸資産売却益 － 20,615

貸倒引当金戻入額 － 1,746

その他 8,932 4,237

営業外収益合計 40,919 51,973

営業外費用   

支払利息 54,776 52,341

共同製作事業費用 43,121 71,864

株式交付費 16,174 －

支払手数料 6,897 8,307

貸倒引当金繰入額 44,993 －

その他 14,235 8,860

営業外費用合計 180,198 141,374

経常損失（△） △118,964 △291,125

特別利益   

収用補償金 7,181 －

賞与引当金戻入額 － 4,940

特別利益合計 7,181 4,940

特別損失   

固定資産除却損 9,538 25,906

災害による損失 － 18,626

災害損失引当金繰入額 － 33,818

割増退職金 － 7,628

特別損失合計 9,538 85,980

税金等調整前当期純損失（△） △121,321 △372,165

法人税、住民税及び事業税 3,245 3,243

法人税等調整額 14,391 △6,396

法人税等合計 17,637 △3,153

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △369,012

当期純損失（△） △138,958 △369,012
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △369,012

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 － 2,154

その他の包括利益合計 － 2,154

包括利益 － △366,858

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △366,858

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 954,500 984,508

当期変動額   

新株の発行 30,008 －

当期変動額合計 30,008 －

当期末残高 984,508 984,508

資本剰余金   

前期末残高 554,040 584,048

当期変動額   

新株の発行 30,008 －

当期変動額合計 30,008 －

当期末残高 584,048 584,048

利益剰余金   

前期末残高 △803,772 △942,731

当期変動額   

当期純損失（△） △138,958 △369,012

当期変動額合計 △138,958 △369,012

当期末残高 △942,731 △1,311,743

自己株式   

前期末残高 △20 △20

当期変動額   

自己株式の取得 － △23

当期変動額合計 － △23

当期末残高 △20 △44

株主資本合計   

前期末残高 704,747 625,804

当期変動額   

新株の発行 60,016 －

自己株式の取得 － △23

当期純損失（△） △138,958 △369,012

当期変動額合計 △78,942 △369,035

当期末残高 625,804 256,768

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,620 △650

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 969 2,154

当期変動額合計 969 2,154

当期末残高 △650 1,503

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △1,620 △650

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 969 2,154

当期変動額合計 969 2,154

当期末残高 △650 1,503
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

新株予約権   

前期末残高 － 1,955

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,955 －

当期変動額合計 1,955 －

当期末残高 1,955 1,955

純資産合計   

前期末残高 703,126 627,109

当期変動額   

新株の発行 60,016 －

自己株式の取得 － △23

当期純損失（△） △138,958 △369,012

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,924 2,154

当期変動額合計 △76,017 △366,881

当期末残高 627,109 260,227
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △121,321 △372,165

減価償却費 167,776 132,840

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,941 △4,940

貸倒引当金の増減額（△は減少） 55,857 △1,746

災害損失引当金の増減 － 33,818

受取利息及び受取配当金 △28 △15

支払利息 54,776 52,341

収用補償金 △7,181 －

固定資産除却損 8,792 25,906

売上債権の増減額（△は増加） 38,115 118,989

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,490 △68,640

前渡金の増減額（△は増加） － △30,351

前払費用の増減額（△は増加） － 40,112

長期前払費用の増減額（△は増加） － 23,600

仕入債務の増減額（△は減少） △8,371 41,378

前受金の増減額（△は減少） － △10,158

その他 △18,890 70,068

小計 196,073 51,037

利息及び配当金の受取額 28 15

利息の支払額 △54,335 △52,212

法人税等の支払額 △3,245 △3,243

営業活動によるキャッシュ・フロー 138,520 △4,402

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 △14,488 △5,747

有形固定資産の売却による収入 16,600 －

収用補償金の受取による収入 7,181 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,293 △5,747

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 120,000 130,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 △110,000

長期借入れによる収入 11,436 235,000

長期借入金の返済による支出 △268,138 △187,310

株式の発行による収入 43,841 －

新株予約権の発行による収入 1,955 －

自己株式の取得による支出 － △23

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △999 △1,030

配当金の支払額 △9 △374

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,913 66,261

現金及び現金同等物に係る換算差額 △152 △337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △44,253 55,774

現金及び現金同等物の期首残高 180,659 136,406

現金及び現金同等物の期末残高 136,406 192,180
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(5）継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 当社グループは、当連結会計年度において経常損失

118,964千円、当期純損失138,958千円となり、３期連続

の経常損失、当期純損失の計上となりました。当該状況

により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

状況が存在しています。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消

すべく経営合理化計画を再策定し、利益の黒字化を目標

として、製造コストの削減の継続的な実行、「E・

COOL」など新製品の販売強化と商品開発、及び安定的な

商品供給と品質保証を目的にした生産管理の強化により

利益の増益を図って参ります。また、平成22年３月に第

三者割当増資による資金調達を実施いたしました。 

 しかし、このような経営改善計画を中心とした対応策

を当社は進めておりますが、デジタルコンテンツ事業に

関連するＣＤ市場の緩やかな減少傾向や固定資産の減損

損失の発生、主原料の市況変動、及び環境エネルギー事

業に関連する海外の仕入先への集中・依存、海外の市況

変動による影響など、当社における事業等のリスクを考

慮した場合、シンジケート・ローン契約の財務制限条項

に抵触する可能性があり、現時点では継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成し

ており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を連結財務諸表に反映していません。 

 当社グループは、過去３期連続して経常損失、及び当

期純損失であり、当連結会計年度においても、E・COOL

事業業績が計画と大幅に乖離し、291,125千円の経常損

失および369,012千円の当期純損失となりました。さら

に、３月に発生した東日本大震災により工場の操業が停

止したことで売上収入が減少し、また、震災復旧の追加

支出が発生したことから、約定通りに借入金を返済する

ことが困難となりました。これらにより、当社グループ

には継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事

象又は状況が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく平成22年４月

に策定した経営改善計画において、デジタルコンテンツ

事業の継続的な製造コストの削減、E・COOLの販売強化

と商品開発、E・COOLの安定供給と品質保証のための生

産管理の強化等を掲げ、引き続き実現に向け取り組んで

おります。また、借入金の返済に関しては、各取引金融

機関に対し平成23年９月末までの元本返済猶予の変更契

約とその後の返済スケジュールについて引き続き交渉中

であります。 

 しかしながら、このような対応策を進めているもの

の、デジタルコンテンツ事業は継続的な市場縮小傾向に

加え、震災後の消費マインドの低迷も懸念されます。ま

た、E・COOLの販売強化策も途上であります。借入金の

元本返済猶予の変更契約と返済スケジュールについて

は、各取引金融機関と現在交渉中でありますが、 終的

な契約に至っていないことから、現時点では継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成し

ており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を連結財務諸表に反映しておりません。 
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(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

株式会社グリーンテック 

OPTROM(HONG KONG)INTERNATIONAL 

LTD. 

(1)連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

株式会社グリーンテック 

OPTROM(HONG KONG)INTERNATIONAL 

LTD. 

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用していない関連会社 

 株式会社漫画バンク  

株式会社漫画バンクは、当期純損益（持分

に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しております。  

持分法を適用していない関連会社 

 株式会社漫画バンク  

同左  

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項 

全ての連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。  

同左 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

  

  

イ 有価証券 

関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しており

ます。  

  

  

イ 有価証券 

関連会社株式 

同左 

  ロ たな卸資産 

総平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）を採用しております。 

ロ たな卸資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

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。  

建物及び構築物   ３～40年 

機械装置及び運搬具 ３～８年 

その他       ４～10年 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

ソフトウェア(自社利用目的のもの) 

 社内における利用可能期間(５年)による定

額法 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  ハ リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引にか

かるリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が平成20年３

月31日以前の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。  

ハ リース資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 イ 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。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 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、当連結会計年度に見合

う金額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同左 

  ハ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務及び年金資産

に基づき簡便法により計上しております。 

  なお、当連結会計年度末においては、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。 

ハ 退職給付引当金 

同左 

  ―――― ニ 災害損失引当金 

 当連結会計年度に発生した東日本大震災に

よる設備損傷等に伴い、翌連結会計年度以降

に見込まれる設備復旧費用等の発生に備える

ため、当該損失見込額を計上しております。 

(4）連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

――――  手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易

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取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなってお

ります。 

(5）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

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。 

消費税等の会計処理 

同左  

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、

全面時価評価法を採用しております。 

―――― 

６．連結キャッシュ・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。  

―――― 
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(7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

――――  （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前当

期純損失は、それぞれ742千円増加しております。また、

当会計基準等の適用開始による投資その他の資産の「そ

の他」の変動額は742千円であります。 

(8）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

────── 

  

（連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣

府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純損

失」の科目で表示しております。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「前渡金の増減

額」、「前払費用の増減額」、「長期前払費用の増減額」

及び「前受金の増減額」は、前連結会計年度は「その他」

に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「前

渡金の増減額」は△34,223千円、「前払費用の増減額」は

△2,436千円、「長期前払費用の増減額」は7,250千円、

「前受金の増減額」は12,370千円であります。 
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  
※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

(9）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 

(10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 △137,989千円 

少数株主に係る包括利益 － 

計 △137,989 

為替換算調整勘定 969千円 

計 969 
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 前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

       事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．営業費用のうち消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の金額は71,005千円であり、その主なものは親会

社の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社に含めた全社資産の金額は60,941千円であり、その主なものは親会社の現金預

金であります。  

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
デジタル 

コンテンツ事業
（千円） 

環境エネルギ 
ー事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                          

売上高                       

(1）外部顧客に対する売上高  2,398,068  296,387  2,694,456  －  2,694,456

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  2,398,068  296,387  2,694,456  －  2,694,456

営業費用  2,285,639  317,496  2,603,135  71,005  2,674,141

営業利益又は営業損失(△)  112,429  △21,108  91,320  ( )71,005  20,314

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
                         

資産  2,378,794  143,534  2,522,328     60,941  2,583,270

減価償却費  167,371  405  167,776  －  167,776

資本的支出  11,178  126  11,304  －  11,304

 事業区分  主要製品 

デジタルコンテンツ事業  音楽用ＣＤ、教材用ＣＤ、映像用ＤＶＤ  

環境エネルギー事業  

冷陰極蛍光灯「E・COOL」、照明器具の開

発・製造・販売 

バッテリーの開発・製造・販売  

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

 当社グループは、デジタルコンテンツ事業部と環境エネルギー事業部で構成されており、環境エネルギー事業部

は主力事業であるＥ・ＣＯＯＬ事業及びその他の事業を展開しております。従って、当社グループは、「デジタル

コンテンツ事業」と環境エネルギー事業部の主力事業として位置付けている「Ｅ・ＣＯＯＬ事業」を報告セグメン

トとしております。 

「デジタルコンテンツ事業」は、音楽用ＣＤ、教材用ＣＤ、映像用ＤＶＤ等を製造・販売しております。「Ｅ・

ＣＯＯＬ事業」は、冷陰極蛍光管「Ｅ・ＣＯＯＬ」の開発・製造・販売を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの損失は、営業利益ベースの数値であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バッテリー事業等が含まれ

ております。 

２．セグメント損失(△)の調整額は、主に報告セグメントに配分していない一般経費等の全社費用でありま

す。 

３．セグメント損失(△)は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

  

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

 該当事項はありません。 

  

ｄ．セグメント情報

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計 
調整額  
(注)２ 

連結財務諸
表計上額 

(注)３ 
デジタル 

コンテンツ 
Ｅ・ＣＯＯＬ 計

売上高               

外部顧客への売上高 1,972,261 428,777 2,401,039 34,235 2,435,274 － 2,435,274 

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

－ － － △4,215 △4,215 － △4,215 

計 1,972,261 428,777 2,401,039 30,019 2,431,058 － 2,431,058 

セグメント損失(△) △79,657 △30,863 △110,520 △7,610 △118,131 △83,592 △201,723 

セグメント資産 1,975,822 273,665 2,249,488 19,159 2,268,647 102,872 2,371,520

その他の項目 

減価償却費 

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額  

 

132,444 

 

5,115 

369 

－

132,814 

5,115

25 

－

 

132,840 

 

5,115 

 

－ 

 

－ 

132,840 

5,115
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。  

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。  

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 単一の外部顧客の売上高が連結損益計算書の売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。  

  

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

   

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）

及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）

を適用しております。 

  

  

ｅ．関連情報

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   

  

 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、関

連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等に関する

注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円30.86

１株当たり当期純損失金額 円7.55

１株当たり純資産額 円12.75

１株当たり当期純損失金額 円18.22

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。 

  
前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  627,109  260,227

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  1,955  1,955

（うち新株予約権） (1,955) ( ) 1,955

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  625,154  258,272

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
 20,255,234  20,254,255

  

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日） 

当期純損失（△）（千円）  △138,958  △369,012

普通株主に帰属しない金額（千円）     －         － 

普通株式に係る当期純損失（△）（千円）  △138,958  △369,012

期中平均株式数（株）  18,393,492  20,254,604

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

平成16年６月29日定時株主総

会決議によるストックオプシ

ョン（株式の数579千株）、

平成22年３月１日開催の取締

役会による第２回新株予約権

（株式の数6,500千株）  

平成22年３月１日開催の取締

役会による第２回新株予約権

（株式の数 千株）  6,500

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

―――― ―――― 

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 132,664 191,156

受取手形 12,302 12,494

売掛金 459,663 332,436

商品及び製品 13,219 73,856

仕掛品 27,078 38,125

原材料及び貯蔵品 83,634 80,638

前渡金 39,003 69,582

前払費用 59,076 18,188

その他 7,720 8,124

貸倒引当金 △14,958 △12,048

流動資産合計 819,405 812,555

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,867,615 1,862,789

減価償却累計額 △1,371,946 △1,407,562

建物（純額） 495,668 455,227

構築物 116,179 116,179

減価償却累計額 △99,106 △100,788

構築物（純額） 17,073 15,390

機械及び装置 4,098,449 3,674,157

減価償却累計額 △3,655,950 △3,335,699

機械及び装置（純額） 442,499 338,457

車両運搬具 11,977 11,977

減価償却累計額 △11,378 △11,378

車両運搬具（純額） 598 598

工具、器具及び備品 149,992 151,065

減価償却累計額 △137,872 △140,995

工具、器具及び備品（純額） 12,119 10,070

土地 673,008 673,008

リース資産 5,210 5,210

減価償却累計額 △1,736 △2,778

リース資産（純額） 3,473 2,431

建設仮勘定 1,300 1,300

有形固定資産合計 1,645,741 1,496,484

無形固定資産   

ソフトウエア 5,131 1,050

その他 2,504 2,504

無形固定資産合計 7,635 3,555

投資その他の資産   

関係会社長期貸付金 131,952 166,265

破産更生債権等 57,119 59,756

長期前払費用 28,801 5,200

前払年金費用 35,421 19,677

その他 35,732 16,736

貸倒引当金 △188,184 △223,661

投資その他の資産合計 100,842 43,975

固定資産合計 1,754,219 1,544,014

資産合計 2,573,624 2,356,570
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 105,892 147,271

短期借入金 910,000 930,000

1年内返済予定の長期借入金 227,115 234,570

リース債務 1,030 1,062

未払金 150,057 165,740

未払費用 21,939 18,493

未払法人税等 6,253 4,589

未払消費税等 14,599 7,119

前受金 13,460 6,261

預り金 2,670 3,321

賞与引当金 4,940 －

災害損失引当金 － 33,818

その他 － 1,730

流動負債合計 1,457,958 1,553,979

固定負債   

長期借入金 450,716 490,951

リース債務 2,531 1,468

繰延税金負債 14,391 7,995

子会社支援引当金 11,727 9,128

その他 380 30,380

固定負債合計 479,746 539,922

負債合計 1,937,704 2,093,902

純資産の部   

株主資本   

資本金 984,508 984,508

資本剰余金   

資本準備金 584,048 584,048

資本剰余金合計 584,048 584,048

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △934,571 △1,307,799

利益剰余金合計 △934,571 △1,307,799

自己株式 △20 △44

株主資本合計 633,964 260,712

新株予約権 1,955 1,955

純資産合計 635,919 262,667

負債純資産合計 2,573,624 2,356,570
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 2,643,404 2,420,164

売上原価   

製品期首たな卸高 9,972 11,350

当期商品仕入高 4,529 5,171

当期製品仕入高 193,936 463,268

当期製品製造原価 1,990,855 1,735,163

合計 2,199,293 2,214,954

他勘定振替高 － 3,625

製品期末たな卸高 11,350 73,856

製品売上原価 2,187,943 2,137,471

売上総利益 455,460 282,692

販売費及び一般管理費   

販売促進費 15,444 12,347

荷造運賃 49,123 43,572

貸倒引当金繰入額 11,617 －

役員報酬 49,560 57,448

給料 110,125 116,171

賞与引当金繰入額 1,157 －

福利厚生費 21,032 24,730

退職給付費用 4,884 14,312

賃借料 27,523 26,698

減価償却費 1,591 1,572

顧問料 39,835 44,935

旅費及び交通費 － 32,163

その他 80,089 85,355

販売費及び一般管理費合計 411,986 459,307

営業利益又は営業損失（△） 43,474 △176,615

営業外収益   

受取利息 28 15

共同製作事業収益金 6,299 16,963

助成金収入 25,658 8,394

たな卸資産売却益 － 20,615

貸倒引当金戻入額 － 1,746

その他 10,317 4,764

営業外収益合計 42,304 52,499

営業外費用   

支払利息 54,776 52,341

共同製作事業費用 43,121 71,864

株式交付費 16,174 －

支払手数料 6,575 8,128

貸倒引当金繰入額 44,993 －

その他 1,380 7,175

営業外費用合計 167,021 139,511

経常損失（△） △81,243 △263,626
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

収用補償金 7,181 －

子会社支援引当金戻入額 － 2,599

賞与引当金戻入額 － 4,940

特別利益合計 7,181 7,539

特別損失   

固定資産除却損 9,538 25,906

貸倒引当金繰入額 35,135 34,313

災害による損失 － 18,626

災害損失引当金繰入額 － 33,818

割増退職金 － 7,628

特別損失合計 44,673 120,293

税引前当期純損失（△） △118,734 △376,381

法人税、住民税及び事業税 3,245 3,243

法人税等調整額 14,391 △6,396

法人税等合計 17,637 △3,153

当期純損失（△） △136,372 △373,227
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 954,500 984,508

当期変動額   

新株の発行 30,008 －

当期変動額合計 30,008 －

当期末残高 984,508 984,508

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 554,040 584,048

当期変動額   

新株の発行 30,008 －

当期変動額合計 30,008 －

当期末残高 584,048 584,048

資本剰余金合計   

前期末残高 554,040 584,048

当期変動額   

新株の発行 30,008 －

当期変動額合計 30,008 －

当期末残高 584,048 584,048

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △798,199 △934,571

当期変動額   

当期純損失（△） △136,372 △373,227

当期変動額合計 △136,372 △373,227

当期末残高 △934,571 △1,307,799

利益剰余金合計   

前期末残高 △798,199 △934,571

当期変動額   

当期純損失（△） △136,372 △373,227

当期変動額合計 △136,372 △373,227

当期末残高 △934,571 △1,307,799

自己株式   

前期末残高 △20 △20

当期変動額   

自己株式の取得 － △23

当期変動額合計 － △23

当期末残高 △20 △44

株主資本合計   

前期末残高 710,320 633,964

当期変動額   

新株の発行 60,016 －

自己株式の取得 － △23

当期純損失（△） △136,372 △373,227

当期変動額合計 △76,356 △373,251

当期末残高 633,964 260,712
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

新株予約権   

前期末残高 － 1,955

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,955 －

当期変動額合計 1,955 －

当期末残高 1,955 1,955

純資産合計   

前期末残高 710,320 635,919

当期変動額   

新株の発行 60,016 －

自己株式の取得 － △23

当期純損失（△） △136,372 △373,227

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,955 －

当期変動額合計 △74,401 △373,251

当期末残高 635,919 262,667
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(1）役員の異動 

 役員の異動につきましては、平成23年５月10日に別途開示している「執行役員制度導入に関するお知らせ」及び

「役員辞任に関するお知らせ」と平成23年５月16日に別途開示している「役員人事に関するお知らせ」をご参照下

さい。 

  

(4）継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 当社は、当事業年度において経常損失81,243千円、当

期純損失136,372千円となり、３期連続の経常損失、当

期純損失の計上となりました。当該状況により継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して

います。 

 当社は、当該状況を解消すべく経営改善計画を再策定

し、利益の黒字化を目標として、製造コストの削減の継

続的な実行、「E・COOL」など新製品の販売強化と商品

開発、及び安定的な商品供給と品質保証を目的にした生

産管理の強化により利益の増益を図って参ります。ま

た、平成22年３月18日に第三者割当増資による資金調達

を実施いたしました。 

 しかし、このような経営改善計画を中心とした対応策

を当社は進めておりますが、デジタルコンテンツ事業に

関連するＣＤ市場の緩やかな減少傾向や固定資産の減損

損失の発生、主原料の市況変動、及び環境エネルギー事

業に関連する海外の仕入先への集中・依存、海外の市況

変動による影響など、当社における事業等のリスクを考

慮した場合、シンジケート・ローン契約の財務制限条項

に抵触する可能性があり、現時点では継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、財務諸表は、継続企業を前提として作成してお

り、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財

務諸表に反映していません。 

 当社は、過去３期連続して経常損失、及び当期純損失

であり、当事業年度においても、E・COOL事業業績が計

画と大幅に乖離し、263,626千円の経常損失および

373,227千円の当期純損失となりました。さらに、３月

に発生した東日本大震災により工場の操業が停止したこ

とで売上収入が減少し、また、震災復旧の追加支出が発

生したことから、約定通りに借入金を返済することが困

難となりました。これらにより、当社には継続企業の前

提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在

しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく平成22年４月に策定し

た経営改善計画において、デジタルコンテンツ事業の継

続的な製造コストの削減、E・COOLの販売強化と商品開

発、E・COOLの安定供給と品質保証のための生産管理の

強化等を掲げ、引き続き実現に向け取り組んでおりま

す。また、借入金の返済に関しては、各取引金融機関に

対し平成23年９月末までの元本返済猶予の変更契約とそ

の後の返済スケジュールについて引き続き交渉中であり

ます。 

 しかしながら、このような対応策を進めているもの

の、デジタルコンテンツ事業は継続的な市場縮小傾向に

加え、震災後の消費マインドの低迷も懸念されます。ま

た、E・COOLの販売強化策も途上であります。借入金の

元本返済猶予の変更契約と返済スケジュールについて

は、各取引金融機関と現在交渉中でありますが、 終的

な契約に至っていないことから、現時点では継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、財務諸表は、継続企業を前提として作成してお

り、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財

務諸表に反映しておりません。  

(5）個別財務諸表に関する注記事項

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

―――― ―――― 

６．その他
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