
１．平成25年３月期第１四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

  

※平成24年３月期第１四半期につきましては、四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成しておりません。 

 そのため、平成24年３月期第１四半期の経営成績（累計）及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

  

（２）財政状態 

  

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 

  

３．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 

 通期で予想を行っているため第２四半期累計期間の予想数値は記載しておりません。  
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（１）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 ％ 

25年３月期第１四半期  494 －  △20     － △32     －  △8     － 

24年３月期第１四半期     －     －     －     －     －     －     －     － 

  
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 

25年３月期第１四半期   △0.40         － 

24年３月期第１四半期      －         － 

  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 

25年３月期第１四半期  2,026 49  2.3 2.34 

 24年３月期  2,085 57  2.7 2.73 

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 47百万円 24年３月期 55百万円 

  
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 

24年３月期     －             0.00     －           0.00       0.00 

25年３月期     －      

25年３月期（予想）       0.00     －           0.00       0.00 

  （％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   2,332  2.0  81   －  21   －   13   －     0.66



※ 注記事項 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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   

  

（３）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手続は終了

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、当社としてその達成を約束する趣旨のものではありません。また、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）業績予想に関する定性的

情報」をご覧ください。  

  

  

  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 20,256,000株 24年３月期 20,256,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 1,745株 24年３月期 1,745株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 20,254,255株 24年３月期１Ｑ 20,254,255株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調にあったものの、欧州債務危機による金融不安

の再燃や円高の進行、株価低迷など依然として先行き不透明な状況で推移しました。  

 このような状況の中、当社はデジタルコンテンツ事業における業務リストラクチャリングとE・COOL事業の積極

展開を中心とした中期事業再建計画を策定し、諸施策を実施しております。しかし、その諸施策は途上であり、効

果を得るためには一定の時間を要することから、当第１四半期累計期間の売上高は494,795千円、営業損失は

20,569千円、経常損失は32,457千円となりました。  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 なお、前第１四半期累計期間は、四半期連結財務諸表を作成していたため、対前年同四半期比較を記載しており

ません。 

①デジタルコンテンツ事業 

 ＣＤ市場は、音楽ＣＤの2012年４月～６月の生産金額は、50,724百万円（前年同四半期比1.9％減）と僅かなが

らの減少でありました（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2012年４月～６月の売上金額は、44,633百万円（同13.3％減）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、当社のデジタルコンテンツ事業の売上高は353,038千円となりました。  

 デジタルコンテンツ事業のうち、ＣＤ部門の販売金額は159,289千円となりました。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115,434千円、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43,854千円であります。 

 また、ＤＶＤ部門においては、主要顧客のローラーを徹底し関係強化を図りつつ、新規案件の掘り起こしに努め

ましたが、販売金額は179,408千円となりました。 

 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施策を講じてはきました

が、受注数量の減少が大きく影響し、営業損失11,287千円となりました。 

②E・COOL事業 

  当第１四半期累計期間においてE・COOL事業の売上増進策として、新規代理店の開拓、展示会・ビジネスマッチン

グへの出展、セミナーの開催など認知度向上を図るとともに、CCFL照明関連事業者17社の協力を得て「CCFL照明普

及推進協議会」を発足させ、CCFL照明の普及と業界市場の健全な発展の取り組みを始めました。その結果、E・COOL

事業実績はほぼ計画通りとなり、売上高は136,674千円となり営業利益4,999千円となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 (資産） 

 当第１四半期会計期間末における資産合計は2,026,008千円となり、前事業年度末に比べ59,143千円の減少と 

なりました。 

 流動資産につきましては、現金及び預金15,313千円、たな卸資産が46,265千円それぞれ増加したものの、受取

手形及び売掛金が68,898千円、その他流動資産が29,161千円減少したことなどにより、前事業年度末に比べて

35,849千円減少となりました。 

 固定資産につきましては、主に有形固定資産19,277千円の減少により、前事業年度末に比べて23,293千円の減

少となりました。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末における負債合計は1,976,720千円となり、前事業年度末に比べて51,131千円減少と

なりました。 

 流動負債につきましては、買掛金13,404千円の増加等がありましたが、未払金36,450千円の減少や災害損失引

当金23,210千円の減少等により前事業年度末に比べて45,834千円の減少となりました。 

   固定負債につきましては、前事業年度末に比べて5,296千円の減少となりました。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は49,287千円となり、前事業年度末に比べて8,011千円の減少と

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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（３）業績予想に関する定性的情報 

 今後も厳しい経営環境が続くものと予想され、予断を許さない状況にありますが、現時点におきまして、平成24

年５月18日に発表した、平成24年３月期決算短信における平成25年３月期業績予想値に変更はありません。  

   

  

（１）四半期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。 

    

（２）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。 

   

   

 当社は、過去５期連続して経常損失および当期純損失であり、当第１四半期累計期間においてもデジタルコンテ

ンツ事業業績が計画と乖離し、引き続き経常損失および当期純損失となりました。また、借入金については、平成

23年３月末から元本返済猶予を受けておりますが、平成24年６月末においても元本返済が困難であることから、取

引金融機関に引き続き借入の返済猶予を依頼し、平成24年９月末までの返済猶予の条件変更契約を締結しました。

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事象又は状況が存在しています。 

 当社は、当該状況を解消すべく、デジタルコンテンツ事業において更なる原価低減に取り組んでおります。加え

て収益の改善を図るために、デジタルコンテンツ事業においては、販売単価見直しと納期短縮を目的とした生産工

程の見直しを実施しております。またE・COOL事業においては、販売強化策として新規代理店の開拓、展示会・ビ

ジネスマッチングへの出展、セミナーの開催など認知度向上を図るとともに、CCFL照明業界の健全な発展とCCFL照

明の普及を目的として同業他社による「CCFL照明普及推進協議会」の立ち上げを主導し、CCFL照明業界としての普

及底上げにも取組みました。 

 しかしながら、このような対応策を進めていますが、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ま

す。また、E・COOL事業はLED照明との競合が激しさを増しており、景気の先行き不透明感から設備投資が冷え込む

傾向も見られ、収益の改善は計画通り進まない可能性もあります。さらに、借入金については、中期事業再建計画

を各取引金融機関に提出し、平成24年９月末までの返済猶予を受けておりますが、その後の返済スケジュール等に

ついては交渉中であり、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、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（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 108,623 123,937

受取手形及び売掛金 408,972 340,073

商品及び製品 30,439 65,554

仕掛品 22,156 26,757

原材料及び貯蔵品 69,474 76,023

その他 84,717 55,555

貸倒引当金 △18,821 △18,190

流動資産合計 705,561 669,711

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 422,964 414,096

機械及び装置（純額） 225,415 216,029

土地 656,375 656,375

その他（純額） 27,419 26,396

有形固定資産合計 1,332,175 1,312,897

無形固定資産 3,178 3,086

投資その他の資産 44,237 40,313

固定資産合計 1,379,590 1,356,297

資産合計 2,085,152 2,026,008

負債の部   

流動負債   

買掛金 112,976 126,380

短期借入金 1,050,000 1,030,000

1年内返済予定の長期借入金 83,417 107,225

未払金 170,192 133,741

未払法人税等 7,030 5,721

災害損失引当金 23,210 －

その他 48,541 46,464

流動負債合計 1,495,367 1,449,532

固定負債   

長期借入金 522,104 518,296

繰延税金負債 9,627 8,418

その他 752 473

固定負債合計 532,484 527,188

負債合計 2,027,852 1,976,720

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 △1,513,167 △1,521,179

自己株式 △44 △44

株主資本合計 55,344 47,332

新株予約権 1,955 1,955

純資産合計 57,299 49,287

負債純資産合計 2,085,152 2,026,008
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 494,795

売上原価 431,341

売上総利益 63,454

販売費及び一般管理費 84,023

営業損失（△） △20,569

営業外収益  

受取利息 0

助成金収入 1,579

為替差益 657

その他 447

営業外収益合計 2,684

営業外費用  

支払利息 13,606

その他 966

営業外費用合計 14,573

経常損失（△） △32,457

特別利益  

固定資産売却益 850

災害損失引当金戻入額 23,210

特別利益合計 24,060

税引前四半期純損失（△） △8,397

法人税、住民税及び事業税 823

法人税等調整額 △1,209

法人税等合計 △385

四半期純損失（△） △8,011
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 当社は、過去５期連続して経常損失および当期純損失であり、当第１四半期累計期間においてもデジタルコン

テンツ事業業績が計画と乖離し、引き続き経常損失および当期純損失となりました。また、借入金については、

平成23年３月末から元本返済猶予を受けておりますが、平成24年６月末においても元本返済が困難であることか

ら、取引金融機関に引き続き借入の返済猶予を依頼し、平成24年９月末までの返済猶予の条件変更契約を締結し

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事象又は状況が存在しています。 

 当社は、当該状況を解消すべく、デジタルコンテンツ事業において更なる原価低減に取り組んでおります。加

えて収益の改善を図るために、デジタルコンテンツ事業においては、販売単価見直しと納期短縮を目的とした生

産工程の見直しを実施しております。またE・COOL事業においては、販売強化策として新規代理店の開拓、展示

会・ビジネスマッチングへの出展、セミナーの開催など認知度向上を図るとともに、CCFL照明業界の健全な発展

とCCFL照明の普及を目的として同業他社による「CCFL照明普及推進協議会」の立ち上げを主導し、CCFL照明業界

としての普及底上げにも取組みました。 

 しかしながら、このような対応策を進めていますが、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

ます。また、E・COOL事業はLED照明との競合が激しさを増しており、景気の先行き不透明感から設備投資が冷え

込む傾向も見られ、収益の改善は計画通り進まない可能性もあります。さらに、借入金については、中期事業再

建計画を各取引金融機関に提出し、平成24年９月末までの返済猶予を受けておりますが、その後の返済スケジュ

ール等については交渉中であり、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

務諸表に反映しておりません。 

   

 該当事項はありません。   

   

当第１四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

１．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△14,619千円は、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、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。     

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計 
調整額  
(注)２ 

四半期 
損益計算書

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  353,038  136,674  489,712  5,083  494,795  －  494,795

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  353,038  136,674  489,712  5,083  494,795  －  494,795

セグメント利益又は 

損失(△) 
 △11,287  4,999  △6,287  338  △5,949  △14,619  △20,569

（６）重要な後発事象
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