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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23年３月期第２四半期決算短信［日本基準］（連結）」 

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11月15日に開示いたしました「平成23年３月期第２四半期決算短信」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 23 年３月期第２四半期の連結業績（平成 22 年 4 月 1日～平成 22 年９月 30 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   ％

23 年 3 月期第 2四半期 1,256  5.1 △102   － △148   － △145   －
22 年 3 月期第 2四半期 1,195 △27.7 △42   － △83  － △77  －

 

 
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

23 年 3 月期第 2四半期 △7.18 ―   
22 年 3 月期第 2四半期 △4.26  ―   

 
(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

23 年 3 月期第 2四半期 2,507 483 19.2  23.77 
22 年 3 月期 2,583 627 24.2  30.86 

（参考）自己資本  23 年３月期第２四半期 481 百万円  22 年 3 月期 625 百万円 
 
（訂正後） 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 23 年３月期第２四半期の連結業績（平成 22 年 4 月 1日～平成 22 年９月 30 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   ％

23 年 3 月期第 2四半期 1,256  5.1 △90   － △133   － △132   －
22 年 3 月期第 2四半期 1,195 △27.7 △30   － △66  － △66  －

 

 
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

23 年 3 月期第 2四半期 △6.52 ―   
22 年 3 月期第 2四半期 △3.65  ―   

 
(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

23 年 3 月期第 2四半期 2,387 362 15.1  17.78 
22 年 3 月期 2,451 492 20.0  24.20 

（参考）自己資本  23 年３月期第２四半期 360 百万円  22 年 3 月期 490 百万円 
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【添付資料】 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（訂正前） 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国や新興国の市場拡大及び経済対

策の効果などにより、一部業種においては自立的な回復が見られましたが、米国経済の先

行き不透明感などから円相場が15年ぶりの高値圏内で推移したことにより輸出産業への影

響が見られました。また、長期的なデフレや雇用環境に依然改善が見られないなど先行き

不透明な状況が続きました。 

このような状況の中、当社グループは前連結会計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んで参りまし

た。しかし、第２四半期連結会計期間において、Ｅ・ＣＯＯＬ事業は製品の一部にインバー

ター不具合を発生したことによりクレーム対応を 優先とし、台湾現地のローカル・メーカ

ーへの品質管理指導を徹底すると同時に、当社の本社工場でも徹底した受け入れ検査を実施

し、Ｅ・ＣＯＯＬをご購入頂いたお客様に対して、当該不良の判明に合わせ、順次お取替え

をさせて頂きました。現在では、製造不良の抑制・撲滅に十分な成果は得られたと考えてお

り、更に、徹底した品質管理体制の下での大量供給体制構築に期待がますます寄せられる状

況から、抜本的な方策として、製造委託先の下請会社を日系メーカーの子会社に変更してお

ります。このことから、当第２四半期連結累計期間におけるＥ・ＣＯＯＬ事業の売上高は、

受入在庫品をクレーム対応に優先したことにより販売数が当初予想に対して下回り、また、

既に出荷計上している代理店在庫品において回収品の売上戻し処理やクレーム対応による

臨時費用を計上しました。なお、代理店との連携においても、従来どおりの信頼を頂いてお

ります。 

さらに、財務面においては、Ｅ・ＣＯＯＬの安定供給を図るために主力金融機関に対して

仕入資金調達を目的とした借入を計画しております。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,256,378千円（前年同期比5.1％

増）、営業損失は102,888千円（前年同期は営業損失42,992千円）、経常損失は148,824千円

（前年同期は経常損失83,450千円）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 

当第２四半期連結累計期間における、国内の光ディスク業界において、音楽ＣＤの2010

年４月～９月の生産金額は、106,053百万円（前年同期比11.1%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2010年４月～９月の売上金額は、105,750百万円（前年同期比

6.1%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、当第２四半期連結累計期間におけるデジタルコンテンツ事業の

ＣＤ部門売上高は544,273千円（前年同期比6.8％減）となり、ＤＶＤ部門売上高は新規のＢ

ｌｕ－ｒａｙ売上を含めて464,545千円(前年同期比8.2％減)となり、合計で1,048,353千円

（前年同期比7.1％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実施など諸政策

を講じて参りましたが、小ロット多品種の受注割合が増加したことで生産効率の低下し、社

内生産数量が損益分岐点を下回る月が発生いたしました。この結果、セグメント利益は

25,526千円の損失を計上し、当初業績予想を下回りました。 

今後も引き続き生産効率化による原価低減、販売価格の適正化を実施し、更に製造ライン

の規模を適正化するために人員削減を行うなど、製造コストの削減を継続的に実施いたしま

す。 
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②Ｅ・ＣＯＯＬ事業 

当第２四半期連結累計期間におけるＥ・ＣＯＯＬ事業の売上高は、受入在庫品をクレーム

対応に優先したことにより販売数が当初予想に対して下回り、また、既に出荷計上している

代理店在庫品において回収品の売上戻し処理△94,280千円を計上したことにより、187,051

千円となりました。また、セグメント利益は売上戻し処理による売上利益の戻し処理とクレ

ーム対応による臨時費用を計上し、31,496千円の損失となりました。 

次世代照明の省エネに対する市場拡大は加速する傾向にあり、直管蛍光灯型の次世代照明

において、Ｅ・ＣＯＯＬは、配光特性、消費電力、価格などに強みがあります。なお、  当

第２四半期連結会計期間で計上した売上戻し処理は、代理店在庫との回収品の入替えが完了

した時点において、売上戻し処理分の売上再計上額94,280千円として計上を予定しておりま

す。 

 

（訂正後） 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国や新興国の市場拡大及び経済対

策の効果などにより、一部業種においては自立的な回復が見られましたが、米国経済の先

行き不透明感などから円相場が15年ぶりの高値圏内で推移したことにより輸出産業への影

響が見られました。また、長期的なデフレや雇用環境に依然改善が見られないなど先行き

不透明な状況が続きました。 

このような状況の中、当社グループは前連結会計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んで参りまし

た。しかし、第２四半期連結会計期間において、Ｅ・ＣＯＯＬ事業は製品の一部にインバー

ター不具合を発生したことによりクレーム対応を 優先とし、台湾現地のローカル・メーカ

ーへの品質管理指導を徹底すると同時に、当社の本社工場でも徹底した受け入れ検査を実施

し、Ｅ・ＣＯＯＬをご購入頂いたお客様に対して、当該不良の判明に合わせ、順次お取替え

をさせて頂きました。現在では、製造不良の抑制・撲滅に十分な成果は得られたと考えてお

り、更に、徹底した品質管理体制の下での大量供給体制構築に期待がますます寄せられる状

況から、抜本的な方策として、製造委託先の下請会社を日系メーカーの子会社に変更してお

ります。このことから、当第２四半期連結累計期間におけるＥ・ＣＯＯＬ事業の売上高は、

受入在庫品をクレーム対応に優先したことにより販売数が当初予想に対して下回り、また、

既に出荷計上している代理店在庫品において回収品の売上戻し処理やクレーム対応による

臨時費用を計上しました。なお、代理店との連携においても、従来どおりの信頼を頂いてお

ります。 

さらに、財務面においては、Ｅ・ＣＯＯＬの安定供給を図るために主力金融機関に対して

仕入資金調達を目的とした借入を計画しております。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,256,378千円（前年同期比5.1％

増）、営業損失は90,671千円（前年同期は営業損失30,957千円）、経常損失は133,453千円

（前年同期は経常損失66,720千円）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 

当第２四半期連結累計期間における、国内の光ディスク業界において、音楽ＣＤの2010

年４月～９月の生産金額は、106,053百万円（前年同期比11.1%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2010年４月～９月の売上金額は、105,750百万円（前年同期比

6.1%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、当第２四半期連結累計期間におけるデジタルコンテンツ事業の
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ＣＤ部門売上高は544,273千円（前年同期比6.8％減）となり、ＤＶＤ部門売上高は新規のＢ

ｌｕ－ｒａｙ売上を含めて464,545千円(前年同期比8.2％減)となり、合計で1,048,353千円

（前年同期比7.1％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実施など諸政策

を講じて参りましたが、小ロット多品種の受注割合が増加したことで生産効率の低下し、社

内生産数量が損益分岐点を下回る月が発生いたしました。この結果、セグメント利益は

13,310千円の損失を計上し、当初業績予想を下回りました。 

今後も引き続き生産効率化による原価低減、販売価格の適正化を実施し、更に製造ライン

の規模を適正化するために人員削減を行うなど、製造コストの削減を継続的に実施いたしま

す。 

②Ｅ・ＣＯＯＬ事業 

当第２四半期連結累計期間におけるＥ・ＣＯＯＬ事業の売上高は、受入在庫品をクレーム

対応に優先したことにより販売数が当初予想に対して下回り、また、既に出荷計上している

代理店在庫品において回収品の売上戻し処理△94,280千円を計上したことにより、187,051

千円となりました。また、セグメント利益は売上戻し処理による売上利益の戻し処理とクレ

ーム対応による臨時費用を計上し、31,496千円の損失となりました。 

次世代照明の省エネに対する市場拡大は加速する傾向にあり、直管蛍光灯型の次世代照明

において、Ｅ・ＣＯＯＬは、配光特性、消費電力、価格などに強みがあります。なお、  当

第２四半期連結会計期間で計上した売上戻し処理は、代理店在庫との回収品の入替えが完了

した時点において、売上戻し処理分の売上再計上額94,280千円として計上を予定しておりま

す。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

＜財政状態の分析＞ 

（流動資産） 

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は804,647千円（前期末比2.6％減）となりました。 

主要な項目として、現金及び預金110,577千円（前期末比18.9％減）、受取手形及び売掛

金382,446千円（前期末比19.0％減）、原材料及び貯蔵品や商品及び製品等のたな卸資産が

139,881千円（前期末比13.1％増）であります。 

（固定資産） 

当第２四半期連結会計期間末の固定資産は1,703,112千円（前期末比3.1％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494,777千円（前期末比3.8％減）、機械装

置及び運搬具403,426千円（前期末比9.0％減）、土地673,008千円（前期末比増減なし）で

あります。 

この結果、資産合計は2,507,760千円（前期末比2.9％減）となりました。 

（流動負債） 

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は1,611,541千円（前期末比9.1％増）となりました。 

主要な項目として、買掛金141,635千円（前期末比33.8％増）、短期借入金932,241千円（前

期末比2.4％増）、1年内返済予定長期借入金228,141千円（前期末比0.5％増）であります。 

（固定負債） 

当第２四半期連結会計期間末の固定負債は412,737千円（前期末比13.9％減）となりました。 

主要な項目として、長期借入金366,016千円（前期末比20.7％減）であります。 

この結果、負債合計は、2,024,279千円（前期末比3.5％増）となりました。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は483,480千円（前期末比22.9％減）となりました。 
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これは、当第２四半期連結累計期間において四半期純損失145,520千円を計上した結果で

あります。 

 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残

高は110,577千円（前年同四半期比34.5％増）となり、前第２四半期連結累計期間末と比較

して28,386千円増加いたしました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のと

おりであります。 

（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50,447千円（前年同期比159.2％増）となりました。 

主な要因は、税金等調整前四半期純損失143,953千円、減価償却費66,529千円（前年同期比

20.4％減）、売上債権の減少68,075千円（前年同期比13.3％減）、前渡金の増加77,528千円

（前年同期比323.7％増）、前受金の増加89,931千円（前年同期は前受金の増加2,009千円）、

仕入債務の増加35,742千円（前年同期は仕入債務の減少41,064千円）、貸倒引当金の増加

11,769千円（前年同期比58.3％減）であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、支出した資金3,782千円（前年同期は14,121千円の収入）は、有形固定

資産の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、支出した資金は、72,207千円（前年同期比45.2％減）となりました。 

主な要因は、短期借入れによる収入60,000千円、短期借入金の返済38,000千円、長期借入

れによる収入20,000千円、長期借入金の返済による支出113,662千円であります。 

 

（訂正後） 

＜財政状態の分析＞ 

（流動資産） 

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は801,558千円（前期末比2.2％減）となりました。 

主要な項目として、現金及び預金110,577千円（前期末比18.9％減）、受取手形及び売掛

金382,446千円（前期末比19.0％減）、原材料及び貯蔵品や商品及び製品等のたな卸資産が

139,881千円（前期末比13.1％増）であります。 

（固定資産） 

当第２四半期連結会計期間末の固定資産は1,586,411千円（前期末比2.8％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424,491千円（前期末比2.7％減）、機械装

置及び運搬具362,967千円（前期末比9.3％減）、土地673,412千円（前期末比増減なし）で

あります。 

この結果、資産合計は2,387,970千円（前期末比2.6％減）となりました。 

（流動負債） 

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は1,613,142千円（前期末比9.0％増）となりました。 

主要な項目として、買掛金141,635千円（前期末比33.8％増）、短期借入金932,241千円（前

期末比2.4％増）、1年内返済予定長期借入金228,141千円（前期末比0.5％増）であります。 

（固定負債） 

当第２四半期連結会計期間末の固定負債は412,737千円（前期末比13.9％減）となりました。 

主要な項目として、長期借入金366,016千円（前期末比20.7％減）であります。 

この結果、負債合計は、2,025,879千円（前期末比3.4％増）となりました。 
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（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は362,090千円（前期末比26.4％減）となりました。 

これは、当第２四半期連結累計期間において四半期純損失132,013千円を計上した結果で

あります。 

 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残

高は110,577千円（前年同四半期比34.5％増）となり、前第２四半期連結累計期間末と比較

して28,386千円増加いたしました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のと

おりであります。 

（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50,447千円（前年同期比159.2％増）となりました。 

主な要因は、税金等調整前四半期純損失130,446千円、減価償却費55,694千円（前年同期比

23.6％減）、売上債権の減少68,075千円（前年同期比13.3％減）、前渡金の増加77,528千円

（前年同期比323.7％増）、前受金の増加89,931千円（前年同期は前受金の増加2,009千円）、

仕入債務の増加35,742千円（前年同期は仕入債務の減少41,064千円）、貸倒引当金の増加

11,769千円（前年同期比58.3％減）であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、支出した資金3,782千円（前年同期は14,121千円の収入）は、有形固定

資産の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、支出した資金は、72,207千円（前年同期比45.2％減）となりました。 

主な要因は、短期借入れによる収入60,000千円、短期借入金の返済38,000千円、長期借入

れによる収入20,000千円、長期借入金の返済による支出113,662千円であります。 
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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２四半期連結会計期間末 
（平成 22 年９月 30 日） 

前連結会計期間末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成 22 年３月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 110,577 136,406

  受取手形及び売掛金 382,446 471,966

  商品及び製品 21,048 13,005

  仕掛品 35,695 27,078

  原材料及び貯蔵品 83,137 83,634

  その他 187,799 108,594

  貸倒引当金 △16,057 △14,958

  流動資産合計 804,647 825,726

固定資産 

 有形固定資産 

  建物及び構築物（純額） 494,777 514,338

  機械装置及び運搬具（純額） 403,426 443,098

  土地 673,008 673,008

  その他（純額） 14,826 16,893

  有形固定資産合計 1,586,039 1,647,337

 無形固定資産 

  その他 6,229 7,635

  無形固定資産合計 6,229 7,635

 投資その他の資産 

  長期前払費用 23,929 28,801

  その他 153,817 130,001

  貸倒引当金 △66,902 △56,232

  投資その他資産合計 110,844 102,570

 固定資産合計 1,703,112 1,757,543

資産合計 2,507,760 2,583,270
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（単位：千円） 

 
当第２四半期連結会計期間末 
（平成 22 年９月 30 日） 

前連結会計期間末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成 22 年３月 31 日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 141,635 105,892

  短期借入金 932,241 910,268

  １年内返済予定の長期借入金 228,141 227,115

  未払金 154,564 159,691

  未払法人税等 4,051 6,253

  賞与引当金 4,940 4,940

  その他 145,968 62,901

  流動負債合計 1,611,541 1,477,061

 固定負債 

  長期借入金 366,016 461,796

  繰延税金負債 14,336 14,391

  その他 32,283 2,911

  固定負債合計 412,737 479,098

 負債合計 2,024,279 1,956,160

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 984,508 984,508

  資本余剰金 584,048 584,048

  利益剰余金 △1,088,251 △942,731

  自己株式 △44 △20

  株主資本合計 480,260 625,804

 評価・換算差額等 

  為替換算調整勘定 1,265 △650

  評価・換算差額等合計 1,265 △650

 新株予約権 1,955 1,955

 純資産合計 483,480 627,109

負債純資産合計 2,507,760 2,583,270
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（２）四半期連結損益計算書 

 （第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円） 

 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成 21 年４月１日 

   至 平成 21 年９月 30 日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成 22 年４月１日 

   至 平成 22 年９月 30 日）

売上高 1,195779 1,256,378

売上原価 1,004,946 1,108,355

売上総利益 190,833 148,022

販売費及び一般管理費 233,825 250,910

営業損失（△） △42,992 △102,888

営業外収益 

 受取利息 16 10

 共同制作事業収益金 703 11,348

 助成金収入 15,746 3,253

 その他 8,335 6,623

 営業外収益合計 24,802 21,235

営業外費用 

 支払利息 27,259 26,687

 共同制作事業費用 19,509 23,172

 貸倒引当金繰入額 － 10,670

 その他 18,491 6,641

 営業外費用合計 65,259 67,171

経常損失（△） △83,450 △148,824

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 426 －

 賞与引当金繰入額 － 4,940

 収用補償金 7,181 －

 特別利益合計 7,608 4,940

特別損失 

 固定資産除却損 493 68

 特別損失合計 493 68

税金等調整前四半期純損失（△） △76,335 △143,953

法人税、住民税及び事業税 1,623 1,622

法人税調整額 － △54

法人税等合計 1,623 1,567

少数株主損益調整前四半期損失(△) － △145,520

四半期純損失（△） △77,958 △145,520
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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２四半期連結累計期間 
（自 平成 21 年４月１日 

   至 平成 21 年９月 30 日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成 22 年４月１日 

   至 平成 22 年９月 30 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(△) △76,335 △143,953

 減価償却費 83,546 66,529

 賞与引当金の増減額(△は減少） 5 －

 貸倒引当金の増減額(△は減少） 28,248 11,769

 受取利息及び受取配当金 △16 △10

 支払利息 27,259 26,687

 収用補償金 △7,181 －

 有形固定資産除却損 493 68

 たな卸資産の増減額(△は増加) 3,535 △16,163

 売上債権の増減額(△は増加) 78,555 68,075

 前渡金の増減額(△は増加) － △77,528

 仕入債務の増減額(△は減少) △41,064 35,742

 前受金の増減額(△は減少) － 89,931

 その他 △46,235 19,863

 小計 50,810 81,011

 利息及び配当金の受取額 16 10

 利息の支払額 △28,120 △27,332

 法人税等の支払額 △3,243 △3,242

 営業活動によるキャッシュ・フロー 19,463 50,447

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 △9,660 △3,782

 有形固定資産の売却による収入 16,600 －

 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 14,121 △3,782

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 50,000 60,000

 短期借入金の返済による支出 △30,000 △38,000

 長期借入れによる収入 － 20,000

 長期借入金の返済による支出 △151,324 △113,662

 自己株式の取得による支出 － △23

 ファイナンス・リース債務返済による

支出 
△495 △511

 配当金の支払額 △4 △10

 財務活動によるキャッシュ・フロー △131,823 △72,207

現金及び現金同等物に係る換算差額 △228 △285

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △98,467 △25,828

現金及び現金同等物の期首残高 180,659 136,406

現金及び現金同等物の四半期残高 82,191 110,577
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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２四半期連結会計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 年９月 30 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 

562,792 49,677 612,475 － 612,475

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

－ － － － －

計 562,792 49,677 612,475 － 612,475

営業損失（△） △4,869 △11,152 △16,021 (18,800) △34,822

 
   前第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 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 

1,128,387 67,392 1,195,779 － 1,195,779

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

－ － － － －

計 1,128,387 67,392 1,195,779 － 1,195,779

営業利益又は 
営業損失（△） 

29,457 △41,496 △12,038 (30,954) △42,992

（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２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期

間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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】 

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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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【セグメント情報】 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は、事業種類別に本部を置き、各事業本部は担当する事業について包括的な戦略を立案し、事業

活動を展開しており、「デジタルコンテンツ事業」、「Ｅ・ＣＯＯＬ事業」の２つを報告セグメントと

しております。 

「デジタルコンテンツ事業」は、音楽用ＣＤ、教材用ＣＤ、映像用ＤＶＤ等を製造・販売しております。 

「Ｅ・ＣＯＯＬ事業」は、冷陰極蛍光管「Ｅ・ＣＯＯＬ」の開発・製造・販売を行っております。 

 

２．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 

当第２四半期連結累計期間（自平成 22 年４月１日 至平成 22 年９月 30 日） 

(単位：千円) 

 報告セグメント 

 
デジタル 

コンテンツ 
Ｅ・ＣＯＯＬ 計 

その他 

(注)２ 
合計 

調整額 

(注)３ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)４ 

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 

1,048,353 187,051 1,235,405 20,973 1,256,378 － 1,256,378

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 1,048,353 187,051 1,235,405 20,973 1,256,378 － 1,256,378

セグメント損失(△) △25,526 △31,496 △57,023 △2,256 △59,279 △43,608 △102,888

 

当第２四半期連結会計期間（自平成 22 年７月１日 至平成 22 年９月 30 日） 

(単位：千円) 

 報告セグメント 

 
デジタル 

コンテンツ 
Ｅ・ＣＯＯＬ 計 

その他 

(注)２ 
合計 

調整額 

(注)３ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)４ 

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 

542,415 △68,981 473,433 16,557 489,991 － 489,991

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 542,415 △68,981 473,433 16,557 489,991 － 489,991

セグメント利益又は 
損失(△) 

333 △85,008 △84,675 799 △83,875 △22,137 △102,012
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（注）１．Ｅ・ＣＯＯＬ事業の売上高は、当第１四半期連結会計期間に販売したＥ・ＣＯＯＬの一部に不

具合が発生し製品の回収を行いました。これにより回収本数が当第２四半期連結会計期間に発

売した本数を上回る結果となったことで売上高のマイナスを計上しています。 

２．「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。 

３．セグメント利益又は損失(△)の調整額は、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。 

４．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損失と調整を行っております。 
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（訂正後） 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円） 

 
当第２四半期連結会計期間末 
（平成 22 年９月 30 日） 

前連結会計期間末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成 22 年３月 31 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 110,577 136,406

  受取手形及び売掛金 382,446 471,966

  商品及び製品 21,048 13,005

  仕掛品 35,695 27,078

  原材料及び貯蔵品 83,137 83,634

  その他 184,709 102,812

  貸倒引当金 △16,057 △14,958

  流動資産合計 801,558 819,944

固定資産 

 有形固定資産 

  建物及び構築物（純額） 424,491 436,114

  機械装置及び運搬具（純額） 362,967 400,364

  土地 673,412 673,412

  その他（純額） 11,768 13,478

  有形固定資産合計 1,472,639 1,523,370

 無形固定資産 

  その他 4,847 5,986

  無形固定資産合計 4,847 5,986

 投資その他の資産 

  長期前払費用 23,863 28,273

  その他 151,963 130,001

  貸倒引当金 △66,902 △56,232

  投資その他資産合計 108,924 102,042

 固定資産合計 1,586,411 1,631,400

資産合計 2,387,970 2,451,344
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（単位：千円） 

 
当第２四半期連結会計期間末 
（平成 22 年９月 30 日） 

前連結会計期間末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成 22 年３月 31 日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 141,635 105,892

  短期借入金 932,241 910,268

  １年内返済予定の長期借入金 228,141 227,115

  未払金 154,564 159,691

  未払法人税等 4,051 6,253

  賞与引当金 4,940 4,940

  その他 147,568 65,614

  流動負債合計 1,613,142 1,479,805

 固定負債 

  長期借入金 366,016 461,796

  繰延税金負債 14,336 14,391

  その他 32,283 3,139

  固定負債合計 412,737 479,327

 負債合計 2,025,879 1,959,132

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 984,508 984,508

  資本余剰金 584,048 584,048

  利益剰余金 △1,209,642 △1,077,628

  自己株式 △44 △20

  株主資本合計 358,869 490,907

 評価・換算差額等 

  為替換算調整勘定 1,265 △650

  評価・換算差額等合計 1,265 △650

 新株予約権 1,955 1,955

 純資産合計 362,090 492,211

負債純資産合計 2,387,970 2,451,344
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（２）四半期連結損益計算書 

 （第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円） 

 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成 21 年４月１日 

   至 平成 21 年９月 30 日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成 22 年４月１日 

   至 平成 22 年９月 30 日）

売上高 1,195779 1,256,378

売上原価 993,112 1,096,325

売上総利益 202,667 160,053

販売費及び一般管理費 233,624 250,721

営業損失（△） △30,957 △90,671

営業外収益 

 受取利息 16 10

 共同制作事業収益金 703 11,348

 助成金収入 15,746 3,253

 その他 8,335 6,623

 営業外収益合計 24,802 21,235

営業外費用 

 支払利息 27,259 26,687

 共同制作事業費用 14,814 20,017

 貸倒引当金繰入額 － 10,670

 その他 18,491 6,641

 営業外費用合計 60,565 64,017

経常損失（△） △66,720 △133,453

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 426 －

 賞与引当金繰入額 － 4,940

 収用補償金 7,181 －

 特別利益合計 7,608 4,940

特別損失 

 固定資産除却損 493 68

 資産除去債務会計基準の適用に伴
う影響額 － 1,864

 特別損失合計 493 1,933

税金等調整前四半期純損失（△） △59,605 △130,446

法人税、住民税及び事業税 1,623 1,622

法人税調整額 5,545 △54

法人税等合計 7,168 1,567

少数株主損益調整前四半期損失(△) － △132,013

四半期純損失（△） △66,774 △132,013
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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２四半期連結累計期間 
（自 平成 21 年４月１日 

   至 平成 21 年９月 30 日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成 22 年４月１日 

   至 平成 22 年９月 30 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(△) △59,605 △130,446

 減価償却費 72,883 55,691

 賞与引当金の増減額(△は減少） 5 －

 貸倒引当金の増減額(△は減少） 28,248 11,769

 受取利息及び受取配当金 △16 △10

 支払利息 27,259 26,687

 収用補償金 △7,181 －

 有形固定資産除却損 493 68

 たな卸資産の増減額(△は増加) 3,535 △16,163

 売上債権の増減額(△は増加) 78,555 68,075

 前渡金の増減額(△は増加) － △77,528

 仕入債務の増減額(△は減少) △41,064 35,742

 前受金の増減額(△は減少) － 89,931

 その他 △52,301 17,191

 小計 50,810 81,011

 利息及び配当金の受取額 16 10

 利息の支払額 △28,120 △27,332

 法人税等の支払額 △3,243 △3,242

 営業活動によるキャッシュ・フロー 19,463 50,447

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 △9,660 △3,782

 有形固定資産の売却による収入 16,600 －

 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 14,121 △3,782

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 50,000 60,000

 短期借入金の返済による支出 △30,000 △38,000

 長期借入れによる収入 － 20,000

 長期借入金の返済による支出 △151,324 △113,662

 自己株式の取得による支出 － △23

 ファイナンス・リース債務返済による

支出 
△495 △511

 配当金の支払額 △4 △10

 財務活動によるキャッシュ・フロー △131,823 △72,207

現金及び現金同等物に係る換算差額 △228 △285

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △98,467 △25,828

現金及び現金同等物の期首残高 180,659 136,406

現金及び現金同等物の四半期残高 82,191 110,577
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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２四半期連結会計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 年９月 30 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 

562,792 49,677 612,475 － 612,475

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

－ － － － －

計 562,792 49,677 612,475 － 612,475

営業利益又は 
営業損失（△） 

1,148 △11,152 △10,003 (18,800) △28,804

 
   前第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 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 

1,128,387 67,392 1,195,779 － 1,195,779

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

－ － － － －

計 1,128,387 67,392 1,195,779 － 1,195,779

営業利益又は 
営業損失（△） 

41,493 △41,496 △3 (30,954) △30,957

（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２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期

間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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】 

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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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【セグメント情報】 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は、事業種類別に本部を置き、各事業本部は担当する事業について包括的な戦略を立案し、事業

活動を展開しており、「デジタルコンテンツ事業」、「Ｅ・ＣＯＯＬ事業」の２つを報告セグメントと

しております。 

「デジタルコンテンツ事業」は、音楽用ＣＤ、教材用ＣＤ、映像用ＤＶＤ等を製造・販売しております。 

「Ｅ・ＣＯＯＬ事業」は、冷陰極蛍光管「Ｅ・ＣＯＯＬ」の開発・製造・販売を行っております。 

 

２．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 

当第２四半期連結累計期間（自平成 22 年４月１日 至平成 22 年９月 30 日） 

(単位：千円) 

 報告セグメント 

 
デジタル 

コンテンツ 
Ｅ・ＣＯＯＬ 計 

その他 

(注)２ 
合計 

調整額 

(注)３ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)４ 

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 

1,048,353 187,051 1,235,405 20,973 1,256,378 － 1,256,378

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 1,048,353 187,051 1,235,405 20,973 1,256,378 － 1,256,378

セグメント損失(△) △13,310 △31,496 △44,806 △2,256 △47,063 △43,608 △90,671

 

当第２四半期連結会計期間（自平成 22 年７月１日 至平成 22 年９月 30 日） 

(単位：千円) 

 報告セグメント 

 
デジタル 

コンテンツ 
Ｅ・ＣＯＯＬ 計 

その他 

(注)２ 
合計 

調整額 

(注)３ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)４ 

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 

542,415 △68,981 473,433 16,557 489,991 － 489,991

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 542,415 △68,981 473,433 16,557 489,991 － 489,991

セグメント利益又は 
損失(△) 

6,441 △85,008 △78,566 799 △77,767 △22,137 △99,904
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（注）１．Ｅ・ＣＯＯＬ事業の売上高は、当第１四半期連結会計期間に販売したＥ・ＣＯＯＬの一部に不

具合が発生し製品の回収を行いました。これにより回収本数が当第２四半期連結会計期間に発

売した本数を上回る結果となったことで売上高のマイナスを計上しています。 

２．「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。 

３．セグメント利益又は損失(△)の調整額は、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。 

４．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損失と調整を行っております。 

 

以 上 


