
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12月31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：無 
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  （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３四半期  1,325  △22.0  △75     － △111     －  △93     － 

24年３月期第３四半期      1,698   －       △68     －    △104     －      △91     － 

  
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３四半期    △4.61         － 

24年３月期第３四半期       △4.54         － 

  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３四半期  1,903 △36  △2.0  △1.88

 24年３月期  2,085 57  2.7  2.73

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 △38百万円 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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要による緩やかな景気回復の兆しや円高

傾向の緩和が見られ始めたものの、欧州の債務危機や新興国の景気後退により世界経済の先行きが懸念される

中、中国のカントリーリスクの表面化、長期化する電力供給問題、雇用・所得環境の低迷など、依然として先行

き不透明な状況が続いております。 

 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は続いており、照明業界において

も、一時期の節電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

投資の抑制傾向が見られ、従来型蛍光灯から省エネ照明への移行が進みませんでした。 

 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実行してまいりましが、デジタルコンテンツ事業においては、音楽関連

こそ一部回復傾向を見せたものの、教材、ゲーム関連などの受注が伸びず、E・COOL事業においても、低価格化や

製品性能の高品質化・高機能化の競争が顕著となり、低調な売上となりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間における売上高は1,325,202千円（前年同四半期比22.0％減）、営業損失

75,932千円（前年同期は営業損失68,635千円）、経常損失111,785千円（前年同期は経常損失104,191千円）、四

半期純損失93,416千円（前年同期は四半期純損失91,919千円）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～12月の生産金額は14年ぶりに前年

を上回る176,564百万円（前年同四半期比10.8％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～12月の売上金額は138,353百万円（前年同四半期比

12.7％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1,061,603千円（前年同四半期比18.7%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、504,121千円(前年同四半期比26.6%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389,383千円（前年同

四半期比29.8％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

114,738千円（前年同四半期比13.4％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510,437千円（前年同四半期比10.1％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継続的実施などの効果が現れはじめ

ておりますが、営業損失2,024千円（前年同四半期は営業損失41,167千円）となりました。 

  

②E・COOL事業 

 当第３四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、景気の先行き不透明感及び地方交付税の交付の遅れなどに起因する設備

投資の冷え込みが影響し、その結果、E・COOL事業の売上高は251,435千円（前年同四半期比33.2%減）となり営業

損失35,627千円（前年同四半期は営業利益15,379千円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における資産合計は1,903,982千円となり、前事業年度末に比べ181,169千円の減少と

なりました。 

 流動資産につきましては、たな卸資産が34,649千円増加したものの、現金及び預金67,863千円、受取手形及び

売掛金が81,594千円減少したことなどにより、前事業年度末に比べて141,731千円減少となりました。 

 固定資産につきましては、太陽光発電事業に係わる敷金・保証金として10,000千円を計上したことなどによ

り、その他投資が14,879千円増加しましたが、有形固定資産が55,884千円減少したことから、前事業年度末に比

べて39,438千円の減少となりました。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債合計は1,940,098千円となり、前事業年度末に比べて87,753千円減少とな

１．当四半期決算に関する定性的情報
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りました。 

 流動負債につきましては、買掛金2,263千円の増加等がありましたが、未払金57,227千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75,578千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12,175千円の減少となりました。  

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産合計は、四半期純損失93,416千円を計上したことにより、36,116千円

の債務超過となりました。  

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想については、平成23年11月14日に発表しました業績予想の修正に関するお知らせから変更はあ

りません。 

 なお、業績予想については、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて判断したものであり、実際

の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

（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３四半期累計期間においても、経常損失

111,785千円および四半期純損失93,416千円を計上した結果、平成24年12月末現在で36,116千円の債務超過となり

ました。また、金融機関からの借入金については、平成23年３月末から継続して元本返済猶予を受けております

が、継続的な損失計上によりキャッシュ・ポジションの低下が顕著となり、買掛債務の一部については支払期日に

支払うことができない状況が続いております。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は、新規顧客開拓の強化と業務リストラチャ

リングによる原価低減に継続的に取り組んでおります。 

また、環境エネルギー事業においては、CCFL照明「E・COOL」の販売力強化策として、新規代理店の開拓を継続

するとともに、E・COOLのモデルチェンジや新たに屋外用ＬＥＤを取扱商品として加えるなど、商材ラインナップ

の充実を図っております。 

更には、本社工場の固定資産を有効活用し、太陽光発電事業を立ち上げることにいたしました。これにより本社

工場の電力コストを軽減しデジタルコンテンツ事業の収益性を改善させるとともに、余剰電力を売電することで新

たな収益源を確保することにいたしました。 

当社は、これらの諸対策の実行を担保する資金の確保と債務超過の早期解消を目的として、第三者割当による新

株及び新株予約権の発行を決議し、新株割当による払込金88,800千円を平成25年２月18日付けで調達する予定であ

ります。この資金調達により支払延滞となっている買掛債務の支払を完了いたします。 

 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事業は価格競争や高品質化の競争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、収益改善が計画通りに進まない可能性があります。また、太陽光発電事業におい

ては、関係機関への認可申請準備中であり、手続きがスケジュール通り進まない場合や認可が下りない場合には、

事業業績に大きな影響を及ぼすことも考えられます。 

更に、長期借入金については平成25年３月末までの元金据置、短期借入金は１ヶ月ないし３ヶ月期限でロール

する条件変更を締結しておりますが、平成25年３月末で丸２年間元本返済の猶予を受けたことになることから、取

引金融機関からは、平成25年４月以降の実行可能な返済計画の提出を求められております。しかしながら、平成25

年４月以降の長期借入金返済スケジュールは、太陽光発電事業を始めとする諸施策の進捗によるところが大きく、

取引金融機関とは今後、交渉継続してまいります。 

以上のことから、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、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３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 108,623 40,760

受取手形及び売掛金 408,972 327,377

商品及び製品 30,439 65,647

仕掛品 22,156 24,164

原材料及び貯蔵品 69,474 66,907

その他 84,717 50,535

貸倒引当金 △18,821 △11,563

流動資産合計 705,561 563,829

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 422,964 396,537

機械及び装置（純額） 225,415 199,062

土地 656,375 656,375

その他（純額） 27,419 24,315

有形固定資産合計 1,332,175 1,276,291

無形固定資産 3,178 2,903

投資その他の資産 44,237 60,957

固定資産合計 1,379,590 1,340,152

資産合計 2,085,152 1,903,982

負債の部   

流動負債   

買掛金 112,976 115,239

短期借入金 1,050,000 1,040,000

1年内返済予定の長期借入金 83,417 118,401

未払金 170,192 112,965

未払法人税等 7,030 5,348

災害損失引当金 23,210 －

その他 48,541 27,835

流動負債合計 1,495,367 1,419,788

固定負債   

長期借入金 522,104 507,120

繰延税金負債 9,627 12,809

その他 752 380

固定負債合計 532,484 520,309

負債合計 2,027,852 1,940,098

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 △1,606,583

自己株式 △44 △44

株主資本合計 55,344 △38,071

新株予約権 1,955 1,955

純資産合計 57,299 △36,116

負債純資産合計 2,085,152 1,903,982
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 1,698,569 1,325,202

売上原価 1,485,761 1,169,565

売上総利益 212,808 155,637

販売費及び一般管理費 281,444 231,569

営業損失（△） △68,635 △75,932

営業外収益   

受取利息 15 4

共同製作事業収益金 4,192 3,483

助成金収入 5,194 6,375

その他 5,077 4,082

営業外収益合計 14,480 13,945

営業外費用   

支払利息 42,780 42,039

その他 7,256 7,759

営業外費用合計 50,036 49,799

経常損失（△） △104,191 △111,785

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   

固定資産除却損 － 38

貸倒引当金繰入額 2,234 －

特別損失合計 2,234 38

税引前四半期純損失（△） △89,713 △87,763

法人税、住民税及び事業税 2,433 2,471

法人税等調整額 △226 3,181

法人税等合計 2,206 5,652

四半期純損失（△） △91,919 △93,416
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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３四半期累計期間においても、経常損失

111,785千円および四半期純損失93,416千円を計上した結果、平成24年12月末現在で36,116千円の債務超過となり

ました。また、金融機関からの借入金については、平成23年３月末から継続して元本返済猶予を受けております

が、継続的な損失計上によりキャッシュ・ポジションの低下が顕著となり、買掛債務の一部については支払期日

に支払うことができない状況が続いております。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は、新規顧客開拓の強化と業務リストラチ

ャリングによる原価低減に継続的に取り組んでおります。 

また、環境エネルギー事業においては、CCFL照明「E・COOL」の販売力強化策として、新規代理店の開拓を継

続するとともに、E・COOLのモデルチェンジや新たに屋外用ＬＥＤを取扱商品として加えるなど、商材ラインナッ

プの充実を図っております。 

更には、本社工場の固定資産を有効活用し、太陽光発電事業を立ち上げることにいたしました。これにより本

社工場の電力コストを軽減しデジタルコンテンツ事業の収益性を改善させるとともに、余剰電力を売電すること

で新たな収益源を確保することにいたしました。 

当社は、これらの諸対策の実行を担保する資金の確保と債務超過の早期解消を目的として、第三者割当による

新株及び新株予約権の発行を決議し、新株割当による払込金88,800千円を平成25年２月18日付けで調達する予定

であります。この資金調達により支払延滞となっている買掛債務の支払を完了いたします。 

 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事業は価格競争や高品質化の競争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、収益改善が計画通りに進まない可能性があります。また、太陽光発電事業にお

いては、関係機関への認可申請準備中であり、手続きがスケジュール通り進まない場合や認可が下りない場合に

は、事業業績に大きな影響を及ぼすことも考えられます。 

更に、長期借入金については平成25年３月末までの元金据置、短期借入金は１ヶ月ないし３ヶ月期限でロール

する条件変更を締結しておりますが、平成25年３月末で丸２年間元本返済の猶予を受けたことになることから、

取引金融機関からは、平成25年４月以降の実行可能な返済計画の提出を求められております。しかしながら、平

成25年４月以降の長期借入金返済スケジュールは、太陽光発電事業を始めとする諸施策の進捗によるところが大

きく、取引金融機関とは今後、交渉継続してまいります。 

以上のことから、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、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。  

   

（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
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Ⅰ 前第３四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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△44,615千円は、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。  

  

Ⅱ 当第３四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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△38,518千円は、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。  

  

（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  1,305,665  376,389  1,682,054  16,515  1,698,569     －  1,698,569

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

    －     －     －     －     －     －     － 

計  1,305,665  376,389  1,682,054  16,515  1,698,569     －  1,698,569

セグメント利益又は 

損失(△) 
 △41,167  15,379  △25,788  1,767  △24,020  △44,615  △68,635

  （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  1,061,603  251,435  1,313,039  12,162  1,325,202     －  1,325,202

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

    －     －     －     －     －     －     － 

計  1,061,603  251,435  1,313,039  12,162  1,325,202     －  1,325,202

セグメント利益又は 

損失(△) 
 △2,024  △35,627  △37,652  237  △37,414  △38,518  △75,932
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 当社は平成25年１月31日開催の取締役会において、第２回新株予約権の自己取得による消却と第三者割当によ

る新株式及び第３回新株予約権の発行を行うことを決議しました。  

  

第２回新株予約権の自己取得による消却  

  

新株式発行の概要  

  

第３回新株予約権発行の概要  

  

（６）重要な後発事象

 割当先  Oakキャピタル株式会社  

 取得及び消却する新株予約権の数  130個（普通株式 6,500,000株） 

 新株予約権の取得日及び消却日  平成25年１月31日 

 新株予約権の取得価額  1,955,200円（第２回新株予約権の発行価額の総額）

 募集又は割当の方法   第三者割当 

  発行する株式の種類及び数   普通株式 8,000,000株 

  発行価額  １株につき11.1円 

  発行価額の総額   88,800,000円 

  発行価額の総額のうち資本へ組入れる額 
 増加する資本金の額    44,400,000円 

 増加する資本準備金の額  44,400,000円  

  払込期日   平成25年２月18日 

  割当先及び割当株式数   株式会社ネットスタジアム 8,000,000株 

  資金の使途 
  環境エネルギー事業の仕入在庫資金、岩手県一関市 

  の太陽光発電事業の準備活動資金に充当します。  

 新株予約権の払込期日及び割当日   平成25年２月18日 

 新株予約権の発行数   11,000,000個 

 新株予約権の目的となる様式   普通株式 11,000,000株 

 新株予約権の発行価額   総額3,245,000円（新株予約権１個当たり0.2950円）

 新株予約権の行使期間   平成25年２月19日から平成27年２月18日まで 

 新株予約権の行使時の払込価額   総額132,000,000円（１株当たり12円） 

 新株予約権の行使による株式発行価額 
 総額135,245,000円（新株予約権の発行価額と新株予

 約権の行使時の払込価額の合計） 

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

 発行価額のうち資本組入れ額  

 資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算結 

 果１円未満端数を生じる場合はその端数を切り上げ 

 た額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加 

 する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の 

 額とする。 

 割当先  

 株式会社ネットスタジアム （7,000,000個） 

 株式会社エフティ・ビジネス・デベロップメント 

              （2,000,000個） 

 ＨＰ環境投資事業有限責任組合第８号 

              （2,000,000個）  

 資金使途  
 本社工場の太陽光発電事業の準備活動資金、岩手県 

 一関市の太陽光発電事業の準備活動資金  
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