
１．平成25年３月期第２四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（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：有 

      業績予想の修正については、本日（平成24年11月14日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。  

  

平成25年３月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

       平成24年11月14日

上場会社名 株式会社 オプトロム 上場取引所     名 

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） 取締役管理部長 （氏名）佐藤 政治 （ＴＥＬ）  (022)392-3711 

四半期報告書提出予定日 平成24年11月14日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  902  △20.0  △56     － △79     －  △56     － 

24年３月期第２四半期      1,128   －       △34     －    △55     －      △42     － 

  
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２四半期   △2.80         － 

24年３月期第２四半期      △2.08         － 

  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２四半期  1,946 0  △0.1 △0.07 

 24年３月期  2,085 57  2.7 2.73 

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 △1百万円 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   －  0.00       

25年３月期（予想）      － 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   1,909 △16.5   △62   －   △116   －   △95   － △4.71 



※ 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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 20,254,255株 24年３月期２Ｑ 20,254,255株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要等により一部で回復傾向が見られた

ものの、欧州債務危機問題を背景とする海外経済の減速や長期化する円高などが影響して、景気の先行きは依然

として不透明な状況にありました。  

 当社の事業環境においては、デジタルコンテンツ業界における市場縮小傾向が続いており、また、照明業界に

おいても、一時期の節電の機運が落ち着いたことや、景気の先行き不透明感、地方交付税発行の遅れなどの影響

から設備投資が低調で推移し、従来型蛍光灯から省エネ照明への移行スピードが鈍化いたしました。  

 このような状況のもと、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着実に実行してまいりました。しかし、デジタルコンテンツ事業におい

ては、学参物の受注減少が大きく響き、E・COOL事業においては、夏場の節電需要を見越して各代理店・販売店が

在庫を抱えたものの、想定したほどの市場需要がなかったため、大きく売上を減少させることとなりました。 

  その結果、当第２四半期累計期間における売上高は902,686千円（前年同四半期比20.0%減）、営業損失は

56,311千円（前年同期は営業損失34,614千円）、経常損失は79,641千円（前年同期は経常損失55,378千円）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。 

①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、ＣＤ市場における音楽ＣＤの2012年４月～９月の生産金額は14年ぶりに前年

を上回る108,961百万円（前年同四半期比8.7％増）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） 

 他方、音楽ＣＤ市場以外においては、低価格化が進行しており市場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～９月の売上金額は88,736百万円（前年同四半期比

8.5％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、デジタルコンテンツ事業の売上高は690,557千円（前年同四半期比16.6%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、329,218千円(前年同四半期比25.6%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253,788千円（前年同

四半期比29.3％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75,430

千円（前年同四半期比9.6％減）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展開し関係強化を図りつつ、新規顧客開拓に努めま

した。その結果、販売金額は332,225千円（前年同四半期比7.0％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、夏場の受注減により営業損失18,110千円（前年同四半期は営業損失26,662千円）となりました。 

②E・COOL事業 

 当第２四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

ングへの参加・出展、セミナーの開催など認知度向上の活動を継続して実施いたしました。しかし、夏場の節電

需要の見込みが大きく相違したことや、景気の不透明感に起因する設備投資の冷え込みが影響し、その結果、E・

COOL事業の売上高は204,061千円（前年同四半期比29.8%減）となり営業損失11,736千円（前年同四半期は営業利

益21,464千円）となりました。    

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期会計期間末における資産合計は1,946,111千円となり、前事業年度末に比べ139,040千円の減少と

なりました。 

 流動資産につきましては、たな卸資産が47,941千円増加したものの、現金及び預金43,420千円、受取手形及び

売掛金が100,423千円減少したことなどにより、前事業年度末に比べて98,381千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37,594千円の減少により、前事業年度末に比べて40,659千円の減

少となりました。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における負債合計は1,945,549千円となり、前事業年度末に比べて82,302千円減少とな

りました。 

 流動負債につきましては、買掛金12,329千円の増加等がありましたが、未払金44,781千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66,184千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16,117千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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（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は561千円となり、前事業年度末に比べて56,738千円の減少となり

ました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想の修正については、本日（平成24年11月14日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください   

   

（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２四半期累計期間においても事業業績が計画

と大幅に乖離し、引き続き経常損失および四半期純損失となりました。また、借入金については、平成24年９月末

においても元本返済が困難であることから、取引金融機関に引続き借入金の返済猶予を依頼し、取引金融機関５行

中４行とは、平成24年９月末以降の返済について、短期借入は１ヶ月ないし３ヶ月期限でのロールとし、長期借入

は３ヶ月の返済猶予の条件変更契約を締結することができましたが、日本政策金融公庫とは償還期日である平成24

年10月20日までに条件変更の合意締結までに至らず交渉は継続しております。更には、夏場における業績低迷の影

響により、一部の仕入債務について支払期日に支払うことができない状況となりました。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、デジタルコンテンツ事業において収益の改善を図るために、新規顧客開拓の強

化と更なる原価低減に取り組んでおります。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の向上を図りつつ、販路拡大を目的とした業務

提携案件を進めております。 

 しかしながら、このような対応策を進めておりますが、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、E・COOL事業はLED照明との競合が激しさを増しており、且つ、景気の先行きによっては設備投資動向に影響が

出ることも考えられ、収益の改善は計画通り進まない可能性もあります。また、借入金においては、長期借入金は

３ヶ月の返済猶予を受ける条件変更を締結しており、短期借入金は１ヶ月ないし３ヶ月期限でロールすることにな

っておりますが、日本政策金融公庫との条件変更と平成25年１月以降の借入金返済スケジュールについては交渉中

であります。更に仕入債務の一部の支払についても分割支払の条件で交渉継続中であり、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２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 108,623 65,202

受取手形及び売掛金 408,972 308,549

商品及び製品 30,439 70,283

仕掛品 22,156 29,271

原材料及び貯蔵品 69,474 70,456

その他 84,717 76,839

貸倒引当金 △18,821 △13,423

流動資産合計 705,561 607,180

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 422,964 405,316

機械及び装置（純額） 225,415 207,513

土地 656,375 656,375

その他（純額） 27,419 25,374

有形固定資産合計 1,332,175 1,294,580

無形固定資産 3,178 2,995

投資その他の資産 44,237 41,355

固定資産合計 1,379,590 1,338,931

資産合計 2,085,152 1,946,111

負債の部   

流動負債   

買掛金 112,976 125,305

短期借入金 1,050,000 1,030,000

1年内返済予定の長期借入金 83,417 118,671

未払金 170,192 125,410

未払法人税等 7,030 5,541

災害損失引当金 23,210 －

その他 48,541 24,254

流動負債合計 1,495,367 1,429,182

固定負債   

長期借入金 522,104 506,850

繰延税金負債 9,627 9,136

その他 752 380

固定負債合計 532,484 516,366

負債合計 2,027,852 1,945,549

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 △1,569,905

自己株式 △44 △44

株主資本合計 55,344 △1,393

新株予約権 1,955 1,955

純資産合計 57,299 561

負債純資産合計 2,085,152 1,946,111
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,128,296 902,686

売上原価 977,180 802,723

売上総利益 151,116 99,962

販売費及び一般管理費 185,730 156,274

営業損失（△） △34,614 △56,311

営業外収益   

受取利息 7 4

共同製作事業収益金 4,061 －

助成金収入 4,726 4,033

その他 5,108 3,474

営業外収益合計 13,903 7,511

営業外費用   

支払利息 28,558 27,822

その他 6,109 3,019

営業外費用合計 34,668 30,842

経常損失（△） △55,378 △79,641

特別利益   

固定資産売却益 － 850

受取保険金 7,584 －

子会社支援引当金戻入額 9,128 －

災害損失引当金戻入額 － 23,210

特別利益合計 16,712 24,060

特別損失   

貸倒引当金繰入額 2,234 －

特別損失合計 2,234 －

税引前四半期純損失（△） △40,900 △55,581

法人税、住民税及び事業税 1,621 1,647

法人税等調整額 △336 △491

法人税等合計 1,284 1,156

四半期純損失（△） △42,185 △56,738
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △40,900 △55,581

減価償却費 49,775 36,878

貸倒引当金の増減額（△は減少） 472 △6,703

災害損失引当金の増減額（△は減少） △4,236 △23,210

子会社支援引当金の増減額（△は減少） △9,128 －

受取利息及び受取配当金 △7 △4

支払利息 28,558 27,822

受取保険金 △7,584 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △850

売上債権の増減額（△は増加） 10,406 101,343

たな卸資産の増減額（△は増加） 46,503 △47,941

前渡金の増減額（△は増加） 25,741 11,734

仕入債務の増減額（△は減少） △45,113 12,329

その他 △29,700 △69,578

小計 24,787 △13,760

利息及び配当金の受取額 5 3

利息の支払額 △30,007 △26,764

保険金の受取額 7,584 －

法人税等の支払額 △1,332 △3,294

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,037 △43,815

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 △12,250 －

有形固定資産の売却による収入 － 952

貸付けによる支出 △2,234 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,484 952

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 －

長期借入れによる収入 － 20,000

短期借入金の返済による支出 － △20,000

長期借入金の返済による支出 △120,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △527 △543

財務活動によるキャッシュ・フロー △527 △543

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,980 △43,420

現金及び現金同等物の期首残高 191,156 108,623

現金及び現金同等物の四半期末残高 177,176 65,202
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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２四半期累計期間においても事業業績が計

画と大幅に乖離し、引き続き経常損失および四半期純損失となりました。また、借入金については、平成24年９

月末においても元本返済が困難であることから、取引金融機関に引続き借入金の返済猶予を依頼し、取引金融機

関５行中４行とは、平成24年９月末以降の返済について、短期借入は１ヶ月ないし３ヶ月期限でのロールとし、

長期借入は３ヶ月の返済猶予の条件変更契約を締結することができましたが、日本政策金融公庫とは償還期日で

ある平成24年10月20日までに条件変更の合意締結までに至らず交渉は継続しております。更には、夏場における

業績低迷の影響により、仕入債務の一部について支払期日に支払うことができない状況となりました。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、デジタルコンテンツ事業において収益の改善を図るために、新規顧客開拓の

強化と更なる原価低減に取り組んでおります。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の向上を図りつつ、販路拡大を目的とし

た業務提携案件を進めております。 

 しかしながら、このような対応策を進めておりますが、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、E・COOL事業はLED照明との競合が激しさを増しており、且つ、景気の先行きによっては設備投資動向に影響

が出ることも考えられ、収益の改善は計画通り進まない可能性もあります。また、借入金においては、長期借入

金は３ヶ月の返済猶予を受ける条件変更を締結しており、短期借入金は１ヶ月ないし３ヶ月期限でロールするこ

とになっておりますが、日本政策金融公庫との条件変更と平成25年１月以降の借入金返済スケジュールについて

は交渉中であります。更に仕入債務の一部の支払についても分割支払の条件で交渉継続中であり、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、四半期財務諸表は、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。 

   

   

Ⅰ 前第２四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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△30,438千円は、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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  827,854  290,698  1,118,553  9,743  1,128,296     －  1,128,296

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

    －     －     －     －     －     －     － 

計  827,854  290,698  1,118,553  9,743  1,128,296     －  1,128,296

セグメント利益又は 

損失(△) 
 △26,662  21,464  △5,198  1,022  △4,175  △30,438  △34,614
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Ⅱ 当第２四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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△26,597千円は、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。 

  

  （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  690,557  204,061  894,618  8,067  902,686     －  902,686

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

    －     －     －     －     －     －     － 

計  690,557  204,061  894,618  8,067  902,686     －  902,686

セグメント利益又は 

損失(△) 
 △18,110  △11,736  △29,847  133  △29,714  △26,597  △56,311

（７）重要な後発事象
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