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平成 25 年６月 21 日 

各    位 

                                                 会 社 名  株式会社 オ プ ト ロ ム 
                                                 代表者名  代表取締役社長  三浦  一博 
                                                 (コード番号：7824 名証セントレックス) 
                                                 問合せ先  取締役管理部長 佐藤 政治 
                                                 (電話番号  0 2 2 － 3 9 2 － 3 7 1 1) 
 

（訂正）「平成22年３月期第３四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 当社は、平成 25 年５月 17 日に開示しました「過年度の有価証券報告書、四半期報告書及び

決算短信等の訂正に関するお知らせ」及び平成 25 年６月 11 日に開示しました「過年度の有価

証券報告書、四半期報告書及び決算短信等の訂正の概要に関するお知らせ」のとおり、平成

21年３月期第３四半期から平成25年３月期第３四半期までの決算短信及び四半期決算短信の

訂正作業を進めてまいりました。 

このたび、平成22年２月12日に開示いたしました「平成22年３月期第３四半期決算短信」の

訂正作業が完了しましたのでお知らせいたします。また、当該期間の訂正四半期報告書につい

ても、本日提出する予定です。 

 

記 

 
１．訂正理由 
当社は、平成 21 年３月期第３四半期以降に提出した有価証券報告書、四半期報告書及び決

算短信等において訂正を要すると考えられる事項があると前会計監査人より指摘を受け、事実

確認の結果、次の事項が判明したため、過去における会計処理等を訂正すべきであると判断い

たしました。 

これは、平成 21 年３月期第３四半期及び平成 24 年３月期における、当社のデジタルコンテ

ンツ事業に係る固定資産の減損損失を計上しておりますが、当該減損損失額の測定に使用する

割引率が実効税率を加味しない税引後の数値となっておりました。これに関して、「固定資産

の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(企業会計基準適用

指針第６号)」に基づき、使用価値の算定に際しては税引前の割引率を用いる必要があるとの

指摘を受けたことにより訂正の必要性を認識いたしました。今回の訂正にあたり、平成 21 年

３月期第３四半期における減損損失の測定全般を見直し再計算した結果、減損損失の金額が訂

正前より増加し、平成 2４年３月期における減損損失の計上は不要となりました。 

 

２．訂正箇所 
訂正箇所につきましては、＿下線を付しております。 
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【サマリー情報】 
（訂正前） 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 22 年３月期第３四半期の連結業績（平成 21 年 4 月 1日～平成 21年 12 月 31 日） 
(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   ％

22 年 3 月期第 3四半期 1,946 △17.0 △17   － △76   － △72   －
21 年 3 月期第 3四半期 2,343    － △136   － △180  － △898  －

 

 
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

22 年 3 月期第 3四半期 △3.94 ―   
21 年 3 月期第 3四半期 △52.43  ―   

 
(2) 連結財政状態 

 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

22 年 3 月期第 3四半期 2,591 631 24.4  34.49 
21 年 3 月期 2,882 703 24.4  38.38 

（参考）自己資本  22 年 3 月期第３四半期 631 百万円  21 年 3 月期 703 百万円 
 
（訂正後） 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 22 年３月期第３四半期の連結業績（平成 21 年 4 月 1日～平成 21年 12 月 31 日） 
(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   ％

22 年 3 月期第 3四半期 1,946 △17.0 0   － △51   － △54   －
21 年 3 月期第 3四半期 2,343    － △136   － △180  － △1,096  －

 

 
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

22 年 3 月期第 3四半期 △2.97 ―   
21 年 3 月期第 3四半期 △64.00  ―   

 
(2) 連結財政状態 

 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

22 年 3 月期第 3四半期 2,450 472 19.3  25.81 
21 年 3 月期 2,717 526 19.4  28.72 

（参考）自己資本  22 年 3 月期第３四半期 472 百万円  21 年 3 月期 526 百万円 
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【添付資料】 

定性的情報・財務諸表等 

（訂正前） 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとする新興国などの海外経

済の回復基調が強まり、財政出動による景気浮揚策などと相まって、景気悪化に持ち直しの動

きが見えた一方で、円高やデフレ傾向が顕著となり、完全失業率が過去 悪を記録するなど雇

用・所得環境は依然厳しい状況が続き、個人消費は低調に推移しました。 

このような状況の中、当社グループは前事業年度に引き続き生産効率化による原価低減や販

売価格の是正を始めとする諸施策を実施し、事業収益力の強化に取り組みました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,946,420千円（前年同期比17.0％減）、

営業損失は17,282千円（前年同期は営業損失136,600千円）、経常損失は76,853千円（前年同

期は経常損失180,533千円）、四半期純損失72,171千円（前年同期は四半期純損失898,226千円）

となり、利益面で損失計上となりましたが、前年に比べ赤字幅を大きく減らすことができ、一

定の成果を出すことができました。 

今後も、利益の黒字化を目標とした経営合理化計画を徹底して推進して参ります。 

 

事業の種類別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、ＣＤ市場における音楽ＣＤの2009 年４月～12 月の生産金

額は、主力である邦楽を中心としたアルバムのヒット作品が減少したことや、携帯電話、携帯

音楽プレーヤーを利用した音楽配信の利用者が年々増加していること等の影響により、

182,683百万円（前年同期比16.2％減）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） 

また、国内ＤＶＤ市場（セル・レンタル用）の2009 年４月～12 月の売上金額は、主力ジャ

ンルである洋画、海外TV ドラマの減少等により、184,058百万円（前年同期比8.3％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、当社グループのデジタルコンテンツ事業の当第３四半期連結累計

期間の売上高は、1,740,536千円（前年同期比25.3％減）となりました。 

デジタルコンテンツ事業のうち、ＣＤの販売金額は、主に音楽ＣＤを始め語学・生涯教育向け

等の教材関連ＣＤ（ＣＤ－ＤＡ）売上高653,799千円（前年同期比28.4％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）売上高241,792千円（前年同期

比42.2％減）とインターネット環境の普及や国内ＣＤ市場の減少傾向等の要因により、当第３

四半期連結累計期間の売上高は895,592千円（前年同期比32.8％減）となりました。 

また、ＤＶＤの販売金額は、ＴＶアニメ共同製作事業への参画等により、ＴＶアニメ関係の

売上が安定的に得られましたが、国内ＣＤ市場の減少により音楽ＣＤ（ＣＤ－ＤＡ）とセット

で販売される特典用ＤＶＤの売上が得られなかったため当第３四半期連結累計期間の売上高

は785,055 千円（前年同期比17.6％減）となりました。 

利益面においては、前連結会計年度から引続き実施している販売価格の適正化、製造部門に

おけるコスト低減策の実施効果はありましたが、貸倒懸念債権の発生により販売費及び一般管

理費において貸倒引当金繰入額を44,936千円計上した結果、当第３四半期連結累計期間の営業

利益は57,378千円（前年同期は営業損失32,757千円）となりました。 

 

＜環境エネルギー事業＞ 

環境エネルギー事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は、バッテリー販売による売上高

61,869 千円（前年同期は14,481 千円）、今期から新製品として販売開始したCCFL（冷陰極蛍
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光ランプ）を用いたＥ・ＣＯＯＬ（CCFL 蛍光灯）の売上高144,014 千円、合計で205,883千円

（前年同期は14,481 千円）となりました。 

この結果、利益面においては、新製品Ｅ・ＣＯＯＬ(CCFL 蛍光灯）の販売が大きく寄与しま

したが、環境エネルギー事業の販売費用を補うまでには至らず、当第３四半期連結累計期間の

営業損失は23,660 千円（前年同期は営業損失61,525 千円）となりました。 

 

（訂正後） 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとする新興国などの海外経

済の回復基調が強まり、財政出動による景気浮揚策などと相まって、景気悪化に持ち直しの動

きが見えた一方で、円高やデフレ傾向が顕著となり、完全失業率が過去 悪を記録するなど雇

用・所得環境は依然厳しい状況が続き、個人消費は低調に推移しました。 

このような状況の中、当社グループは前事業年度に引き続き生産効率化による原価低減や販

売価格の是正を始めとする諸施策を実施し、事業収益力の強化に取り組みました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,946,420千円（前年同期比17.0％減）、

営業利益は769千円（前年同期は営業損失136,600千円）、経常損失は51,758千円（前年同期は

経常損失180,533千円）、四半期純損失54,314千円（前年同期は四半期純損失1,096,528千円）

となり、利益面で損失計上となりましたが、前年に比べ赤字幅を大きく減らすことができ、一

定の成果を出すことができました。 

今後も、利益の黒字化を目標とした経営合理化計画を徹底して推進して参ります。 

 

事業の種類別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、ＣＤ市場における音楽ＣＤの2009 年４月～12 月の生産金

額は、主力である邦楽を中心としたアルバムのヒット作品が減少したことや、携帯電話、携帯

音楽プレーヤーを利用した音楽配信の利用者が年々増加していること等の影響により、

182,683百万円（前年同期比16.2％減）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） 

また、国内ＤＶＤ市場（セル・レンタル用）の2009 年４月～12 月の売上金額は、主力ジャ

ンルである洋画、海外TV ドラマの減少等により、184,058百万円（前年同期比8.3％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、当社グループのデジタルコンテンツ事業の当第３四半期連結累計

期間の売上高は、1,740,536千円（前年同期比25.3％減）となりました。 

デジタルコンテンツ事業のうち、ＣＤの販売金額は、主に音楽ＣＤを始め語学・生涯教育向

け等の教材関連ＣＤ（ＣＤ－ＤＡ）売上高653,799千円（前年同期比28.4％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）売上高241,792千円（前年同

期比42.2％減）とインターネット環境の普及や国内ＣＤ市場の減少傾向等の要因により、当第

３四半期連結累計期間の売上高は895,592千円（前年同期比32.8％減）となりました。 

また、ＤＶＤの販売金額は、ＴＶアニメ共同製作事業への参画等により、ＴＶアニメ関係の

売上が安定的に得られましたが、国内ＣＤ市場の減少により音楽ＣＤ（ＣＤ－ＤＡ）とセット

で販売される特典用ＤＶＤの売上が得られなかったため当第３四半期連結累計期間の売上高

は785,055 千円（前年同期比17.6％減）となりました。 

利益面においては、前連結会計年度から引続き実施している販売価格の適正化、製造部門に

おけるコスト低減策の実施効果はありましたが、貸倒懸念債権の発生により販売費及び一般管

理費において貸倒引当金繰入額を44,936千円計上した結果、当第３四半期連結累計期間の営業

利益は75,430千円（前年同期は営業損失32,757千円）となりました。 
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＜環境エネルギー事業＞ 

環境エネルギー事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は、バッテリー販売による売上高

61,869 千円（前年同期は14,481 千円）、今期から新製品として販売開始したCCFL（冷陰極蛍

光ランプ）を用いたＥ・ＣＯＯＬ（CCFL 蛍光灯）の売上高144,014 千円、合計で205,883千円

（前年同期は14,481 千円）となりました。 

この結果、利益面においては、新製品Ｅ・ＣＯＯＬ(CCFL 蛍光灯）の販売が大きく寄与しま

したが、環境エネルギー事業の販売費用を補うまでには至らず、当第３四半期連結累計期間の

営業損失は23,660 千円（前年同期は営業損失61,525 千円）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

（１） 財政状態の分析 

（流動資産） 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は787,340千円（前期末比19.2％減）となりまし

た。流動資産が減少した主な項目は、現金及び預金86,420千円（前期末比52.2％減）、受取

手形及び売掛金481,135千円（前期末比13.5％）であります。 

（固定資産） 

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は1,804,593千円（前期末比5.4％減）となりまし

た。固定資産が減少した主な項目は、当第３四半期連結累計期間において減価償却費125,694 

千円を計上したことによるものであります。 

この結果、資産合計は2,591,933千円（前期末比10.1％減）となりました。 

（流動負債） 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は1,458,048千円（前期末比1.6％減）となりました。 

流動負債が減少した主な項目は、買掛金82,902 千円（前期末比27.4％減）であります。 

（固定負債） 

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は502,026千円（前期末比28.1％減）となりまし

た。固定負債が減少した主な項目は、長期借入金498,854 千円（前期末比28.1％減）であり

ます。 

この結果、負債合計は1,960,074千円（前期末比10.1％減）となりました。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は631,858千円（前期末比10.1％減）となりました。

純資産が減少した主な項目は、当第３四半期連結累計期間において四半期純損失72,171千円

を計上したことによるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの分析 

   当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・

フロー89,540 千円、投資活動によるキャッシュ・フロー11,336 千円、財務活動によるキャ

ッシュ・フロー△194,968 千円、現金同等物に係る換算差額△145 千円により、前期末に比

べ94,238 千円減少し、86,420 千円となりました。 

当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとお

りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は、当第３四半期連結累計期間において、89,540千円（前年

同期比30.8%減）となりました。これは主に第３四半期連結累計期間において、税金等調整

前四半期純損失69,737千円、減価償却費125,694千円を計上し、売上債権74,608 千円減少、

仕入債務31,361 千円減少したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果獲得した資金は、当第３四半期連結累計期間において、11,336 千円（前

年同期は100,803 千円の使用）となりました。これは主に固定資産の売却による収入16,600

千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、当第３四半期連結累計期間において194,968 千円（前年

同期比134.6%増）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出209,217 千円によ

るものです。 
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（訂正後） 

（１） 財政状態の分析 

（流動資産） 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は779,886千円（前期末比19.2％減）となりまし

た。流動資産が減少した主な項目は、現金及び預金86,420 千円（前期末比52.2％減）、受

取手形及び売掛金481,135 千円（前期末比13.5％）であります。 

（固定資産） 

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は1,670,235千円（前期末比4.7％減）となりまし

た。固定資産が減少した主な項目は、当第３四半期連結累計期間において減価償却費109,699

千円を計上したことによるものであります。 

この結果、資産合計は2,450,121千円（前期末比9.9％減）となりました。 

（流動負債） 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は1,460,792千円（前期末比1.6％減）となりました。 

流動負債が減少した主な項目は、買掛金82,902 千円（前期末比27.4％減）であります。 

（固定負債） 

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は516,539千円（前期末比26.9％減）となりまし

た。固定負債が減少した主な項目は、長期借入金498,854 千円（前期末比28.1％減）であり

ます。 

この結果、負債合計は1,977,331千円（前期末比9.8％減）となりました。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は472,790千円（前期末比10.2％減）となりました。

純資産が減少した主な項目は、当第３四半期連結累計期間において四半期純損失54,314千円

を計上したことによるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの分析 

   当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・

フロー89,540 千円、投資活動によるキャッシュ・フロー11,336 千円、財務活動によるキャ

ッシュ・フロー△194,968 千円、現金同等物に係る換算差額△145 千円により、前期末に比

べ94,238 千円減少し、86,420 千円となりました。 

当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとお

りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は、当第３四半期連結累計期間において、89,540千円（前年

同期比30.8%減）となりました。これは主に第３四半期連結累計期間において、税金等調整

前四半期純損失44,643千円、減価償却費109,699千円を計上し、売上債権74,608 千円減少、

仕入債務31,361 千円減少したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果獲得した資金は、当第３四半期連結累計期間において、11,336 千円（前

年同期は100,803 千円の使用）となりました。これは主に固定資産の売却による収入16,600

千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、当第３四半期連結累計期間において194,968 千円（前年

同期比134.6%増）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出209,217 千円によ

るものです。 
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５．四半期連結財務諸表 

（訂正前） 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円） 

 
当第３四半期連結会計期間末 
（平成 21 年 12 月 31 日） 

前連結会計期間末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 86,420 180,659

  受取手形及び売掛金 481,135 556,012

  商品及び製品 60,545 27,898

  仕掛品 54,164 29,736

  原材料及び貯蔵品 83,079 94,631

  その他 69,747 89,281

  貸倒引当金 △47,752 △3,341

  流動資産合計 787,340 974,877

固定資産 

 有形固定資産 

  建物及び構築物（純額） 525,239 556,987

  機械装置及び運搬具（純額） 478,192 557,483

  土地 673,008 673,008

  その他（純額） 18,210 24,160

  有形固定資産合計 1,694,650 1,811,638

 無形固定資産 

  その他 8,481 11,261

  無形固定資産合計 8,481 11,261

 投資その他の資産 

  その他 113,550 97,036

  貸倒引当金 △12,090 △11,992

  投資その他資産合計 101,460 85,044

 固定資産合計 1,804,593 1,907,944

資産合計 2,591,933 2,882,822
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（単位：千円） 

 
当第３四半期連結会計期間末 
（平成 21 年 12 月 31 日） 

前連結会計期間末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成 21 年３月 31 日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 82,902 114,264

  短期借入金 905,265 890,284

  １年内返済予定の長期借入金 237,440 252,440

  未払法人税等 3,721 5,645

  賞与引当金 2,195 6,881

  その他 226,524 212,418

  流動負債合計 1,458,048 1,481,933

 固定負債 

  長期借入金 498,854 693,820

  その他 3,171 3,941

  固定負債合計 502,026 697,762

 負債合計 1,960,074 2,179,695

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 954,500 954,500

  資本余剰金 554,040 554,040

  利益剰余金 △875,994 △803,772

  自己株式 △20 △20

  株主資本合計 632,575 704,747

 評価・換算差額等 

  為替換算調整勘定 △716 △1,620

  評価・換算差額等合計 △716 △1,620

 純資産合計 631,858 703,126

負債純資産合計 2,591,933 2,882,822
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（２）四半期連結損益計算書 

 （第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円） 

 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 20 年 12 月 31 日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成 21 年４月１日 

  至 平成 21 年 12 月 31 日） 

売上高 2,343,704 1,946,420

売上原価 2,124,783 1,604,677

売上総利益 218,920 341,742

販売費及び一般管理費 355,521 359,025

営業損失（△） △136,600 △17,282

営業外収益 

 受取利息 207 17

 共同制作事業収益金 25,040 915

 助成金収入 － 21,376

 その他 9,744 10,475

 営業外収益合計 34,992 32,784

営業外費用 

 支払利息 37,555 41,108

 共同制作事業費用 34,640 30,754

 その他 6,730 20,491

 営業外費用合計 78,925 92,354

経常損失（△） △180,533 △76,853

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 － 426

 収用補償金 － 7,181

 特別利益合計 － 7,608

特別損失 

 固定資産除却損 3,177 493

 投資有価証券評価損 4,000 －

 減損損失 629,995 －

 貸倒引当金繰入額 8,733 －

 特別損失合計 645,905 493

税金等調整前四半期純損失（△） △826,439 △69,737

法人税、住民税及び事業税 2,443 2,443

法人税調整額 69,344 －

法人税等合計 71,787 2,443

四半期純損失（△） △898,226 △72,171
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 （第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円） 

 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成 20 年 10 月１日 

   至 平成 20 年 12 月 31 日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成 21 年 10 月１日 

  至 平成 21 年 12 月 31 日） 

売上高 689,285 750,640

売上原価 623,063 599,730

売上総利益 66,221 150,909

販売費及び一般管理費 128,360 125,199

営業利益又は 

営業利益又は営業損失（△） △62,138 25,709

営業外収益 

 受取利息 5 1

 共同制作事業収益金 13,671 211

 助成金収入 － 5,629

 その他 5,848 2,139

 営業外収益合計 19,525 7,982

営業外費用 

 支払利息 12,289 13,848

 共同制作事業費用 11,961 11,245

 その他 415 2,000

 営業外費用合計 24,666 27,094

経常利益又は 
経常損失（△） △67,278 6,597

特別損失 

 固定資産除却損 208 －

 減損損失 629,995 －

 貸倒引当金繰入額 △350 －

 特別損失合計 629,853 －

税金等調整前四半期純利益又は 
税金等調整前四半期純損失（△） △697,132 6,597

法人税、住民税及び事業税 811 810

法人税調整額 30,210 －

法人税等合計 31,021 810

四半期純利益又は 
四半期純損失（△） △782,154 5,787
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成 20 年４月１日 

   至 平成20年 12月 31日）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成 21 年４月１日 

  至 平成21年 12月 31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純損失(△) △826,439 △69,737

 減価償却費 199,329 125,694

 減損損失 629,995 －

 のれん償却費 10,879 －

 賞与引当金の増減額(△は減少） △7,890 △4,686

 貸倒引当金の増減額(△は減少） 10,772 44,509

 受取利息及び受取配当金 △221 △17

 支払利息 37,555 41,108

 収用補償金 － △7,181

 有形固定資産除却損 3,177 493

 投資有価証券評価損(△は益） 4,000 －

 たな卸資産の増減額(△は増加) △44,754 △45,572

 売上債権の増減額(△は増加) 269,192 74,608

 仕入債務の増減額(△は減少) △123,386 △31,361

 その他 6,413 △4,526

 小計 168,624 132,382

 利息及び配当金の受取額 207 17

 利息の支払額 △37,966 △39,616

 法人税等の支払額 △1,384 △3,243

 営業活動によるキャッシュ・フロー 129,481 8,540

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 △38,130 △12,445

 有形固定資産の売却による収入 － 16,600

 無形固定資産の取得による支出 △4,074 －

 子会社株式の取得による支出 △56,000 －

 貸付けによる支出 △2,597 －

 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 △100,803 11,336

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 150,031 70,000

 短期借入金の返済による支出 △140,000 △55,000

 長期借入れによる収入 80,000 －

 長期借入金の返済による支出 △202,310 △209,217

 自己株式の処分による収入 30,600 －

 株式の発行による支出 △861 －

 ファイナンス・リース債務返済による

支出 

△404
△746

 配当金の支払額 △152 △5

 財務活動によるキャッシュ・フロー △83,096 △194,968

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,076 △145

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △55,495 △94,238

現金及び現金同等物の期首残高 211,961 180,659

現金及び現金同等物の四半期残高 156,466 86,420
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(４) 継続企業の前提に関する注記 

当社グループは、前々事業年度（単体）及び前連結会計年度において2期連続の営業損失

であり、さらに前連結会計年度においては多額な当期純損失を計上するに至ったことから、

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おり、当第３四半期連結累

計期間においても継続的に営業損失を計上したことから、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、経営合理化計画を策定し、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）、製造コストの削減などを実行する一方、

「E・COOL」など新製品の開発・販売による利益増収など、当該経営合理化計画を引き続き

実行してまいります。 

しかしながら、当社が関連する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、業績回復

が遅れることにより、結果としてシンジケート・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、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。 
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(５) セグメント情報 
   [事業の種類別セグメント情報] 
   前第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

 

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)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 

2,329,222 14,481 2,343,704 － 2,343,704

計 2,329,222 14,481 2,343,704 － 2,343,704

営業損失（△） △32,757 △61,525 △94,283 (42,316) △136,600

 
   当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

 

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)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 

1,740,536 205,883 1,946,420 － 1,946,420

計 1,740,536 205,883 1,946,420 － 1,946,420

営業利益又は 
営業損失（△） 

57,378 △23,660 33,717 (51,000) △17,282

（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 

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 
長寿命節鉛バッテリーの開発・製造・販売 
バッテリーの販売 

 

[所在地別セグメント情報] 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20 年４月１日 至 平成20 年12 月31 日）及び当第

３四半期連結累計期間（自 平成21 年４月１日 至 平成21 年12 月31 日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。 

 

[海外売上高セグメント情報] 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20 年４月１日 至 平成20 年12 月31 日）及び当第

３四半期連結累計期間（自 平成21 年４月１日 至 平成21 年12 月31 日） 

海外売上高は、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。 
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（訂正後） 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円） 

 
当第３四半期連結会計期間末 
（平成 21 年 12 月 31 日） 

前連結会計期間末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 86,420 180,659

  受取手形及び売掛金 481,135 556,012

  商品及び製品 60,545 27,898

  仕掛品 54,164 29,736

  原材料及び貯蔵品 83,079 94,631

  その他 62,293 79,939

  貸倒引当金 △47,752 △3,341

  流動資産合計 779,886 965,536

固定資産 

 有形固定資産 

  建物及び構築物（純額） 442,607 461,507

  機械装置及び運搬具（純額） 432,786 510,250

  土地 673,412 673,412

  その他（純額） 14,550 19,816

  有形固定資産合計 1,563,356 1,664,986

 無形固定資産 

  その他 6,620 8,763

  無形固定資産合計 6,620 8,763

 投資その他の資産 

  その他 112,347 90,679

  貸倒引当金 △12,090 △11,992

  投資その他資産合計 100,257 78,687

 固定資産合計 1,670,235 1,752,438

資産合計 2,450,121 2,717,974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 
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当第３四半期連結会計期間末 
（平成 21 年 12 月 31 日） 

前連結会計期間末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成 21 年３月 31 日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 82,902 114,264

  短期借入金 905,265 890,284

  １年内返済予定の長期借入金 237,440 252,440

  未払法人税等 3,721 5,645

  賞与引当金 2,195 6,881

  その他 229,267 215,161

  流動負債合計 1,460,792 1,484,677

 固定負債 

  長期借入金 498,854 693,820

  繰延税金負債 13,598 6,361

  その他 4,086 6,913

  固定負債合計 516,539 707,096

 負債合計 1,977,331 2,191,773

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 954,500 954,500

  資本余剰金 554,040 554,040

  利益剰余金 △1,035,012 △980,698

  自己株式 △20 △20

  株主資本合計 473,507 527,821

 評価・換算差額等 

  為替換算調整勘定 △716 △1,620

  評価・換算差額等合計 △716 △1,620

 純資産合計 472,790 526,200

負債純資産合計 2,450,121 2,717,974
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（２）四半期連結損益計算書 

 （第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円） 

 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 20 年 12 月 31 日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成 21 年４月１日 

  至 平成 21 年 12 月 31 日） 

売上高 2,343,704 1,946,420

売上原価 2,124,783 1,586,925

売上総利益 218,920 359,494

販売費及び一般管理費 355,521 358,724

営業利益又は営業損失（△） △136,600 769

営業外収益 

 受取利息 207 17

 共同制作事業収益金 25,040 915

 助成金収入 － 21,376

 その他 9,744 10,475

 営業外収益合計 34,992 32,784

営業外費用 

 支払利息 37,555 41,108

 共同制作事業費用 34,640 23,713

 その他 6,730 20,491

 営業外費用合計 78,925 85,312

経常損失（△） △180,533 △51,758

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 － 426

 収用補償金 － 7,181

 特別利益合計 － 7,608

特別損失 

 固定資産除却損 3,177 493

 投資有価証券評価損 4,000 －

 減損損失 819,451 －

 貸倒引当金繰入額 8,733 －

 特別損失合計 835,361 493

税金等調整前四半期純損失（△） △1,015,895 △44,643

法人税、住民税及び事業税 2,443 2,443

法人税調整額 78,190 7,236

法人税等合計 80,633 9,670

四半期純損失（△） △1,096,528 △54,314
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 （第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円） 

 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成 20 年 10 月１日 

   至 平成 20 年 12 月 31 日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成 21 年 10 月１日 

  至 平成 21 年 12 月 31 日） 

売上高 689,285 750,640

売上原価 623,063 593,813

売上総利益 66,221 156,826

販売費及び一般管理費 128,360 125,099

営業利益又は 

営業利益又は営業損失（△） △62,138 31,727

営業外収益 

 受取利息 5 1

 共同制作事業収益金 13,671 211

 助成金収入 － 5,629

 その他 5,848 2,139

 営業外収益合計 19,525 7,982

営業外費用 

 支払利息 12,289 13,848

 共同制作事業費用 11,961 8,898

 その他 415 2,000

 営業外費用合計 24,666 24,747

経常利益又は 
経常損失（△） △67,278 14,962

特別損失 

 固定資産除却損 208 －

 減損損失 819,451 －

 貸倒引当金繰入額 △350 －

 特別損失合計 819,309 －

税金等調整前四半期純利益又は 
税金等調整前四半期純損失（△） △886,588 14,962

法人税、住民税及び事業税 811 810

法人税調整額 39,056 1,691

法人税等合計 39,867 2,501

四半期純利益又は 
四半期純損失（△） △926,456 12,460
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成 20 年４月１日 

   至 平成20年 12月 31日）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成 21 年４月１日 

  至 平成21年 12月 31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純損失(△) △1,015,895 △44,643

 減価償却費 199,329 109,699

 減損損失 819,451 －

 のれん償却費 10,879 －

 賞与引当金の増減額(△は減少） △7,890 △4,686

 貸倒引当金の増減額(△は減少） 10,772 44,509

 受取利息及び受取配当金 △221 △17

 支払利息 37,555 41,108

 収用補償金 － △7,181

 有形固定資産除却損 3,177 493

 投資有価証券評価損(△は益） 4,000 －

 たな卸資産の増減額(△は増加) △44,754 △45,572

 売上債権の増減額(△は増加) 269,192 74,608

 仕入債務の増減額(△は減少) △123,386 △31,361

 その他 6,413 △4,572

 小計 168,624 132,382

 利息及び配当金の受取額 207 17

 利息の支払額 △37,966 △39,616

 法人税等の支払額 △1,384 △3,243

 営業活動によるキャッシュ・フロー 129,481 89,540

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 △38,130 △12,445

 有形固定資産の売却による収入 － 16,600

 無形固定資産の取得による支出 △4,074 －

 子会社株式の取得による支出 △56,000 －

 貸付けによる支出 △2,597 －

 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 △100,803 11,336

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 150,031 70,000

 短期借入金の返済による支出 △140,000 △55,000

 長期借入れによる収入 80,000 －

 長期借入金の返済による支出 △202,310 △209,217

 自己株式の処分による収入 30,600 －

 株式の発行による支出 △861 －

 ファイナンス・リース債務返済による

支出 

△404
△746

 配当金の支払額 △152 △5

 財務活動によるキャッシュ・フロー △83,096 △194,968

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,076 △145

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △55,495 △94,238

現金及び現金同等物の期首残高 211,961 180,659

現金及び現金同等物の四半期残高 156,466 86,420
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(４) 継続企業の前提に関する注記 

当社グループは、前々事業年度（単体）及び前連結会計年度において2期連続の営業損失

であり、さらに前連結会計年度においては多額な当期純損失を計上するに至ったことから、

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おり、当第３四半期連結累

計期間においても継続的に経常損失を計上したことから、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、経営合理化計画を策定し、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）、製造コストの削減などを実行する一方、

「E・COOL」など新製品の開発・販売による利益増収など、当該経営合理化計画を引き続き

実行してまいります。 

しかしながら、当社が関連する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、業績回復

が遅れることにより、結果としてシンジケート・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、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。 
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(５) セグメント情報 
   [事業の種類別セグメント情報] 
   前第３四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

 

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)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 

2,329,222 14,481 2,343,704 － 2,343,704

計 2,329,222 14,481 2,343,704 － 2,343,704

営業損失（△） △32,757 △61,525 △94,283 (42,316) △136,600

 
   当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

 

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)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 

1,740,536 205,883 1,946,420 － 1,946,420

計 1,740,536 205,883 1,946,420 － 1,946,420

営業利益又は 
営業損失（△） 

75,430 △23,660 51,770 (51,000) 769

（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 

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 
長寿命節鉛バッテリーの開発・製造・販売 
バッテリーの販売 

 

[所在地別セグメント情報] 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20 年４月１日 至 平成20 年12 月31 日）及び当第

３四半期連結累計期間（自 平成21 年４月１日 至 平成21 年12 月31 日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。 

 

[海外売上高セグメント情報] 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20 年４月１日 至 平成20 年12 月31 日）及び当第

３四半期連結累計期間（自 平成21 年４月１日 至 平成21 年12 月31 日） 

海外売上高は、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。 

 
以 上 


