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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 531 △30.6 △29 ― △35 ― △30 ―
23年3月期第1四半期 766 31.4 3 ― △12 ― △8 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △29百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △7百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第1四半期 △1.50 ―
23年3月期第1四半期 △0.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 2,249 230 10.1
23年3月期 2,371 260 10.9
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  228百万円 23年3月期  258百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
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、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) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であります。 
 なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビューは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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.3「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 20,256,000 株 23年3月期 20,256,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,745 株 23年3月期 1,745 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 20,254,255 株 23年3月期1Q 20,255,234 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災及び福島原発事故による影響により企業の生

産活動が低下し、消費マインドの低迷と相まって厳しい状況が続きました。  

 このような状況の中、当社グループは東日本大震災により停止したディスク生産設備の早期復旧に努めつつ、

市場規模に応じた生産体制へ移行しました。「Ｅ・ＣＯＯＬ」事業においては電力需給逼迫の社会情勢を受け省

エネ照明として節電に寄与すべく、「東日本大震災復興支援キャンペーン」を打ち出し拡販に努めました。しか

し、これらの施策も震災直後の影響を払拭するまでには至らず、その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高

は531,852千円（前年同四半期比30.6％減）、営業損失は29,058千円（前年同四半期は営業利益3,124千円）、経

常損失は35,474千円（前年同四半期は経常損失12,710千円）となりました。 

 なお、平成23年３月末に約定どおりに返済することが困難となった借入金に関しては、各取引金融機関と元本

返済猶予の変更契約を締結し、９月末までの返済猶予を受けております。  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

①デジタルコンテンツ事業 

 ＣＤ市場においては、アイドルグループの人気沸騰等により音楽ＣＤの2011年４月～６月の生産金額は、

51,750百万円（前年同四半期比1.3％増）と僅かながらも久しぶりの増加となりました（社団法人日本レコード

協会統計資料「オーディオレコード生産実績」から抜粋）。しかし、音楽ＣＤ以外の分野においては、依然とし

て縮小傾向は続いております。  

 また、国内ＤＶＤ市場（セル・レンタル用）の2011年４月～６月の売上金額は、51,489百万円（同4.8％増）

となりました（社団法人日本映像ソフト協会資料「ビデオソフト月間売上速報」から抜粋）。 

 このような状況にあって、当社グループのデジタルコンテンツ事業の売上高は398,437千円（同21.2％減）と

なりました。  

 デジタルコンテンツ事業のうち、ＣＤ部門の販売金額は214,663千円（同23.8％減）となりました。これは、

音楽ＣＤを始め語学・生涯教育向け等の教材関連ＣＤ（ＣＤ－ＤＡ）の売上高176,389千円（同17.4％減）、コ

ンピュータ用ソフトウェアとして使用される複合型ＣＤ（ＣＤ－ＲＯＭ）の売上高38,274千円（同43.7％減）で

あります。 

 また、ＤＶＤ部門の販売金額は、顧客との関係強化に努めることでＤＶＤ部門の受注獲得に努めましたが、４

月に入っての余震の発生など生産活動全般への影響などもあり、販売金額は165,989千円（同17.0％減）となり

ました。 

 利益面においては、販売価格の適正化、製造部門におけるコスト低減策の実施など諸政策を講じてはきました

が、原材料価格の上昇や東日本大震災によるサプライチェーンの断絶等により社内生産数量が低下した影響を受

け、営業損失15,151千円（前年同四半期は営業損失25,859千円）となりました。 

  

②Ｅ・ＣＯＯＬ事業 

  当第１四半期連結累計期間においてE・COOL事業の売上増進策として、１次代理店の営業フォロー活動を積極

的に展開し既存代理店網の再活性化に努めました。また、東日本大震災及び福島原発事故を受けての電力使用制

限発令により夏場の節電対策が叫ばれる中、E・COOL照明の光の特性をアピールした「東日本大震災復興キャン

ペーン」を展開いたしました。その結果、E・COOL事業実績はほぼ計画通りとなり、売上高は129,075千円（前年

同四半期比49.6％減）となり営業利益3,270千円（同93.9％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

＜財政状態の分析＞ 

（流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の流動資産は721,702千円（前期末比12.5％減）となりました。 

 主要な項目として、現金及び預金152,775千円（同20.5％減）、受取手形及び売掛金324,752千円（同7.5％

減）、原材料及び貯蔵品や商品及び製品等のたな卸資産が184,739千円（同4.0％減）であります。 

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の固定資産は1,528,253千円（同1.2％減）となりました。  

 主要な項目として、本社工場の建物及び構築物464,689千円（同1.5％減）、機械装置及び運搬具324,895千円

（同4.2％減）、土地673,008千円（同増減なし）であります。 

 この結果、資産合計は2,249,956千円（同5.1％減）となりました。 

（流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末の流動負債は1,477,411千円（同5.9％減）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 主要な項目として、買掛金92,181千円（同37.4％減）、短期借入金931,829千円（同0.2％増）、１年内返済予

定の長期借入金203,994千円（同13.0％減）であります。 

（固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末の固定負債は542,264千円（同0.3％増）となりました。 

 主要な項目として、長期借入金が531,127千円（同6.0％増）であります。 

 この結果、負債合計は、2,019,675千円（同4.3％減）となりました。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は230,280千円（同11.5％減）となりました。 

 これは、当第１四半期連結会計期間において四半期純損失30,310千円を計上した結果であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年３月期の業績予想につきましては、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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

(2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

(3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

  

 当社グループは、過去４期連続して経常損失及び当期純損失であり、当第１四半期会計期間においても経常損失

および四半期純損失となりました。また、平成23年３月末に借入を約定通りに返済することが困難となり、各取引

金融機関による元本の返済猶予が行われています。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います。 

 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、経常的に利益を確保するために計画の実現に向けて取り組んでおります。また、借入について

は、各取引金融機関との間で、平成23年９月末まで元本返済猶予の変更契約を締結していますが、それ以降の返済

スケジュール等について引き続き交渉中です。 

 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あ

り、環境エネルギー事業はE・COOLの販売強化策を実行し始めたものの、安定的な売上を計上するまでには至って

おりません。返済猶予を受けている借入金については、平成23年９月末以後の返済スケジュール等について各取引

金融機関と交渉中であり、現時点では 終的な契約には至っていないことから、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、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。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 192,180 152,775

受取手形及び売掛金 350,981 324,752

商品及び製品 73,594 73,067

仕掛品 38,125 40,921

原材料及び貯蔵品 80,638 70,750

その他 101,243 71,411

貸倒引当金 △12,048 △11,976

流動資産合計 824,716 721,702

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 471,756 464,689

機械装置及び運搬具（純額） 339,056 324,895

土地 673,008 673,008

その他（純額） 13,801 13,051

有形固定資産合計 1,497,622 1,475,644

無形固定資産   

その他 3,555 3,457

無形固定資産合計 3,555 3,457

投資その他の資産   

長期前払費用 5,200 5,358

その他 97,821 102,024

貸倒引当金 △57,396 △58,230

投資その他の資産合計 45,626 49,152

固定資産合計 1,546,804 1,528,253

資産合計 2,371,520 2,249,956

負債の部   

流動負債   

買掛金 147,271 92,181

短期借入金 930,239 931,829

1年内返済予定の長期借入金 234,570 203,994

未払金 176,806 163,740

未払法人税等 4,589 6,804

災害損失引当金 33,818 29,581

その他 43,325 49,280

流動負債合計 1,570,620 1,477,411

固定負債   

長期借入金 500,828 531,127

繰延税金負債 7,995 9,558

その他 31,848 1,577

固定負債合計 540,672 542,264

負債合計 2,111,293 2,019,675
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30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 △1,311,743 △1,342,053

自己株式 △44 △44

株主資本合計 256,768 226,458

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 1,503 1,866

その他の包括利益累計額合計 1,503 1,866

新株予約権 1,955 1,955

純資産合計 260,227 230,280

負債純資産合計 2,371,520 2,249,956
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 766,387 531,852

売上原価 638,674 463,982

売上総利益 127,712 67,870

販売費及び一般管理費 124,588 96,928

営業利益又は営業損失（△） 3,124 △29,058

営業外収益   

受取利息 1 0

共同製作事業収益金 9,583 4,725

助成金収入 2,375 2,695

義援金 － 2,310

その他 4,414 1,274

営業外収益合計 16,375 11,005

営業外費用   

支払利息 13,127 14,314

共同製作事業費用 12,319 －

貸倒引当金繰入額 2,473 762

その他 4,290 2,344

営業外費用合計 32,210 17,421

経常損失（△） △12,710 △35,474

特別利益   

賞与引当金戻入額 2,775 －

受取保険金 － 7,537

特別利益合計 2,775 7,537

税金等調整前四半期純損失（△） △9,935 △27,936

法人税、住民税及び事業税 810 810

法人税等調整額 △1,997 1,563

法人税等合計 △1,187 2,374

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △8,748 △30,310

四半期純損失（△） △8,748 △30,310
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △8,748 △30,310

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 1,116 362

その他の包括利益合計 1,116 362

四半期包括利益 △7,631 △29,947

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,631 △29,947

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 当社グループは、過去４期連続して経常損失及び当期純損失であり、当第１四半期会計期間においても経常損

失および四半期純損失となりました。また、平成23年３月末に借入を約定通りに返済することが困難となり、各

取引金融機関による元本の返済猶予が行われています。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います。 

 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、経常的に利益を確保するために計画の実現に向けて取り組んでおります。また、借入につ

いては、各取引金融機関との間で、平成23年９月末まで元本返済猶予の変更契約を締結していますが、それ以降

の返済スケジュール等について引き続き交渉中です。 

 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あ

り、環境エネルギー事業はE・COOLの販売強化策を実行し始めたものの、安定的な売上を計上するまでには至って

おりません。返済猶予を受けている借入金については、平成23年９月末以後の返済スケジュール等について各取

引金融機関と交渉中であり、現時点では 終的な契約には至っていないことから、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、四半期連結財務諸表は、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

の影響を四半期連結財務諸表に反映していません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記
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【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

   報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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

ております。 

２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△21,470千円は、主に報告セグメントに配分していない一般経費

等の全社費用であります。 

３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

   報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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

ております。 

２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△15,861千円は、主に報告セグメントに配分していない一般経費

等の全社費用であります。 

３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他

事業  
(注)１ 

合計
調整額  
(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
(注)３  

デジタル 
コンテンツ 

事業  

Ｅ・ＣＯＯＬ

事業  
計

売上高               

外部顧客への売上高 505,938 256,033 761,971 4,415 766,387 － 766,387 

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

－ － －  － － － － 

計 505,938 256,033 761,971 4,415 766,387 － 766,387 

セグメント利益又は 

損失(△) 
△25,859 53,511 27,651 △3,056 24,595 △21,470 3,124 

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他

事業  
(注)１ 

合計
調整額  
(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
(注)３  

デジタル 
コンテンツ 

事業  

Ｅ・ＣＯＯＬ

事業  
計

売上高               

外部顧客への売上高  398,437  129,075  527,513  4,339  531,852  －  531,852

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  398,437  129,075  527,513  4,339  531,852  －  531,852

セグメント利益又は 

損失(△) 
 △15,151  3,270  △11,880  △1,316  △13,196  △15,861  △29,058

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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