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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24年３月期第１四半期決算短信［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23年8月12日に開示いたしました「平成24年３月期第１四半期決算短信」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 24 年３月期第１四半期の連結業績（平成 23 年 4 月 1日～平成 23 年６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   ％

24 年 3 月期第 1四半期 531 △30.6 △29   － △35   － △30   －
23 年 3 月期第 1四半期 766  31.4 3   － △12  － △8  －

 

 
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

24 年 3 月期第 3四半期 △1.50 ―   
23 年 3 月期第 3四半期 △0.43  ―   

 
(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

24 年 3 月期第 1四半期 2,249 230 10.1  
23 年 3 月期 2,371 260 10.9  

（参考）自己資本  24 年３月期第１四半期 228 百万円  23 年 3 月期 258 百万円 
 
（訂正後） 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 24 年３月期第１四半期の連結業績（平成 23 年 4 月 1日～平成 23 年６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   ％

24 年 3 月期第 1四半期 531 △30.6 △24   － △31   － △25   －
23 年 3 月期第 1四半期 766  31.4 9   － △5  － △2  －

 

 
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

24 年 3 月期第 3四半期 △1.28 ―   
23 年 3 月期第 3四半期 △0.14  ―   

 
(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

24 年 3 月期第 1四半期 2,154 135 6.2  
23 年 3 月期 2,272 160 7.0  

（参考）自己資本  24 年３月期第１四半期 133 百万円  23 年 3 月期 158 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災及び福島原発事故による影

響により企業の生産活動が低下し、消費マインドの低迷と相まって厳しい状況が続きました。 

このような状況の中、当社グループは東日本大震災により停止したディスク生産設備の早期

復旧に努めつつ、市場規模に応じた生産体制へ移行しました。「Ｅ・ＣＯＯＬ」事業において

は電力需給逼迫の社会情勢を受け省エネ照明として節電に寄与すべく、「東日本大震災復興支

援キャンペーン」を打ち出し拡販に努めました。しかし、これらの施策も震災直後の影響を払

拭するまでには至らず、その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は531,852千円（前年

同四半期比30.6％減）、営業損失は29,058千円（前年同四半期は営業利益3,124千円）、経常

損失は35,474千円（前年同四半期は経常損失12,710千円）となりました。 

なお、平成23年３月末に約定どおりに返済することが困難となった借入金に関しては、各取

引金融機関と元本返済猶予の変更契約を締結し、９月末までの返済猶予を受けております。 

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 

ＣＤ市場においては、アイドルグループの人気沸騰等により音楽ＣＤの2011年４月～６月の

生産金額は、51,750百万円（前年同四半期比1.3％増）と僅かながらも久しぶりの増加となり

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）。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2011年４月～６月の売上金額は、51,489百万

円（同4.8％増）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売上高は398,437千円

（同21.2％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214,663千円（同23.8％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176,389千円（同17.4％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（Ｃ

Ｄ－ＲＯＭ）の売上高38,274千円（同43.7％減）であります。 

また、ＤＶＤ部門の販売金額は、顧客との関係強化に努めることでＤＶＤ部門の受注獲得に

努めましたが、４月に入っての余震の発生など生産活動全般への影響などもあり、販売金額は

165,989千円（同17.0％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、原材料価格の上昇や東日本大震災によるサプライチェーンの断絶等によ

り社内生産数量が低下した影響を受け、営業損失15,151千円（前年同四半期は営業損失25,859

千円）となりました。 

 

②Ｅ・ＣＯＯＬ事業 

当第１四半期連結累計期間においてＥ・ＣＯＯＬ事業の売上増進策として、１次代理店の営

業フォロー活動を積極的に展開し既存代理店網の再活性化に努めました。また、東日本大震災

及び福島原発事故を受けての電力使用制限発令により夏場の節電対策が叫ばれる中、Ｅ・ＣＯ

ＯＬ照明の光の特性をアピールした「東日本大震災復興キャンペーン」を展開いたしました。

その結果、Ｅ・ＣＯＯＬ事業実績はほぼ計画通りとなり、売上高は129,075千円（前年同四半

期比49.6％減）となり営業利益3,270千円（同93.9％減）となりました。 
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（訂正後） 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災及び福島原発事故による影

響により企業の生産活動が低下し、消費マインドの低迷と相まって厳しい状況が続きました。 

このような状況の中、当社グループは東日本大震災により停止したディスク生産設備の早期

復旧に努めつつ、市場規模に応じた生産体制へ移行しました。「Ｅ・ＣＯＯＬ」事業において

は電力需給逼迫の社会情勢を受け省エネ照明として節電に寄与すべく、「東日本大震災復興支

援キャンペーン」を打ち出し拡販に努めました。しかし、これらの施策も震災直後の影響を払

拭するまでには至らず、その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は531,852千円（前年

同四半期比30.6％減）、営業損失は24,691千円（前年同四半期は営業利益9,233千円）、経常

損失は31,107千円（前年同四半期は経常損失5,024千円）となりました。 

なお、平成23年３月末に約定どおりに返済することが困難となった借入金に関しては、各取

引金融機関と元本返済猶予の変更契約を締結し、９月末までの返済猶予を受けております。 

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 

ＣＤ市場においては、アイドルグループの人気沸騰等により音楽ＣＤの2011年４月～６月の

生産金額は、51,750百万円（前年同四半期比1.3％増）と僅かながらも久しぶりの増加となり

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）。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2011年４月～６月の売上金額は、51,489百万

円（同4.8％増）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売上高は398,437千円

（同21.2％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214,663千円（同23.8％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176,389千円（同17.4％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（Ｃ

Ｄ－ＲＯＭ）の売上高38,274千円（同43.7％減）であります。 

また、ＤＶＤ部門の販売金額は、顧客との関係強化に努めることでＤＶＤ部門の受注獲得に

努めましたが、４月に入っての余震の発生など生産活動全般への影響などもあり、販売金額は

165,989千円（同17.0％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、原材料価格の上昇や東日本大震災によるサプライチェーンの断絶等によ

り社内生産数量が低下した影響を受け、営業損失10,784千円（前年同四半期は営業損失19,751

千円）となりました。 

 

②Ｅ・ＣＯＯＬ事業 

当第１四半期連結累計期間においてＥ・ＣＯＯＬ事業の売上増進策として、１次代理店の営

業フォロー活動を積極的に展開し既存代理店網の再活性化に努めました。また、東日本大震災

及び福島原発事故を受けての電力使用制限発令により夏場の節電対策が叫ばれる中、Ｅ・ＣＯ

ＯＬ照明の光の特性をアピールした「東日本大震災復興キャンペーン」を展開いたしました。

その結果、Ｅ・ＣＯＯＬ事業実績はほぼ計画通りとなり、売上高は129,075千円（前年同四半

期比49.6％減）となり営業利益3,270千円（同93.9％減）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） 

＜財政状態の分析＞ 

（流動資産） 

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は721,702千円（前期末比12.5％減）となりました。 

主要な項目として、現金及び預金152,775千円（同20.5％減）、受取手形及び売掛金324,752

千円（同7.5％減）、原材料及び貯蔵品や商品及び製品等のたな卸資産が184,739千円（同4.0％

減）であります。 

（固定資産） 

当第１四半期連結会計期間末の固定資産は1,528,253千円（同1.2％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464,689千円（同1.5％減）、機械装置及び

運搬具324,895千円（同4.2％減）、土地673,008千円（同増減なし）であります。 

この結果、資産合計は2,249,956千円（同5.1％減）となりました。 

（流動負債） 

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は1,477,411千円（同5.9％減）となりました。 

主要な項目として、買掛金92,181千円（同37.4％減）、短期借入金931,829千円（同0.2％

増）、１年内返済予定の長期借入金203,994千円（同13.0％減）であります。 

（固定負債） 

当第１四半期連結会計期間末の固定負債は542,264千円（同0.3％増）となりました。 

主要な項目として、長期借入金が531,127千円（同6.0％増）であります。 

この結果、負債合計は、2,019,675千円（同4.3％減）となりました。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は230,280千円（同11.5％減）となりました。 

これは、当第１四半期連結会計期間において四半期純損失30,310千円を計上した結果であ

ります。 

 

（訂正後） 

＜財政状態の分析＞ 

（流動資産） 

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は721,702千円（前期末比12.5％減）となりました。 

主要な項目として、現金及び預金152,775千円（同20.5％減）、受取手形及び売掛金324,752

千円（同7.5％減）、原材料及び貯蔵品や商品及び製品等のたな卸資産が184,739千円（同4.0％

減）であります。 

（固定資産） 

当第１四半期連結会計期間末の固定資産は1,433,235千円（同1.0％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406,701千円（同0.8％減）、機械装置及び

運搬具292,389千円（同4.6％減）、土地673,412千円（同増減なし）であります。 

この結果、資産合計は2,154,938千円（同5.2％減）となりました。 

（流動負債） 

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は1,477,583千円（同5.9％減）となりました。 

主要な項目として、買掛金92,181千円（同37.4％減）、短期借入金931,829千円（同0.2％

増）、１年内返済予定の長期借入金203,994千円（同13.0％減）であります。 

（固定負債） 

当第１四半期連結会計期間末の固定負債は542,264千円（同0.3％増）となりました。 

主要な項目として、長期借入金が531,127千円（同6.0％増）であります。 

この結果、負債合計は、2,019,847千円（同4.3％減）となりました。 
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（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は135,090千円（同15.9％減）となりました。 

これは、当第１四半期連結会計期間において四半期純損失25,943千円を計上した結果であ

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） 

 
前連結会計年度 

（平成 23 年３月 31 日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成 23 年６月 30 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 192,180 152,775

  受取手形及び売掛金 350,981 324,752

  商品及び製品 73,594 73,067

  仕掛品 38,125 40,921

  原材料及び貯蔵品 80,638 70,750

  その他 101,243 71,411

  貸倒引当金 △12,048 △11,976

  流動資産合計 824,716 721,702

固定資産 

 有形固定資産 

  建物及び構築物（純額） 471,756 464,689

  機械装置及び運搬具（純額） 339,056 324,895

  土地 673,008 673,008

  その他（純額） 13,801 13,051

  有形固定資産合計 1,497,622 1,475,644

 無形固定資産 

  その他 3,555 3,457

  無形固定資産合計 3,555 3,457

 投資その他の資産 

  長期前払費用 5,200 5,358

  その他 97,821 102,024

  貸倒引当金 △57,396 △58,230

  投資その他資産合計 45,626 49,152

 固定資産合計 1,546,804 1,528,253

資産合計 2,371,520 2,249,956
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（単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（平成 23 年３月 31 日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成 23 年６月 30 日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 147,271 92,181

  短期借入金 930,239 931,829

  １年内返済予定の長期借入金 234,570 203,994

  未払金 176,806 163,740

  未払法人税等 4,589 6,804

  災害損失引当金 33,818 29,581

  その他 43,325 49,280

  流動負債合計 1,570,620 1,477,411

 固定負債 

  長期借入金 500,828 531,127

  繰延税金負債 7,995 9,558

  その他 31,848 1,577

  固定負債合計 540,672 542,264

 負債合計 2,111,293 2,019,675

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 △1,311,743 △1,342,053

  自己株式 △41 △44

  株主資本合計 256,768 226,458

 その他包括利益累計額 

  為替換算調整勘定 1,503 1,866

  その他包括利益累計額 1,503 1,866

 新株予約権 1,955 1,955

 純資産合計 260,227 230,280

負債純資産合計 2,371,520 2,249,956
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結損益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円） 

 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成 22 年 4月１日 

   至 平成 22 年６月 30 日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成 23 年４月１日 

   至 平成 23 年６月 30 日）

売上高 766,387 531,852

売上原価 638,674 463,982

売上総利益 127,712 67,870

販売費及び一般管理費 124,588 96,928

営業利益又は営業損失（△） 3,124 △29,058

営業外収益 

 受取利息 1 0

 共同制作事業収益金 9,583 4,725

 助成金収入 2,375 2,695

 義援金 － 2,310

 その他 4,414 1,274

 営業外収益合計 16,375 11,005

営業外費用 

 支払利息 13,127 14,314

 共同制作事業費用 12,319 －

 貸倒引当金繰入額 2,473 762

 その他 4,290 2,344

 営業外費用合計 32,210 17,421

経常損失（△） △12,710 △35,474

特別利益 

 賞与引当金繰入額 2,775 －

 受取保険金 － 7,537

 特別利益合計 2,775 7,537

税金等調整前四半期純損失（△） △9,935 △27,936

法人税、住民税及び事業税 810 810

法人税調整額 △1,997 1,563

法人税等合計 △1,187 2,374

少数株主損益調整前四半期損失(△) △8,748 △30,310

四半期純損失（△） △8,748 △30,310
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円） 

 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成 22 年 4月１日 

  至 平成 22 年６月 30 日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成 23 年４月１日 

  至 平成 23 年６月 30 日）

少数株主損益調整前四半期純損失(△) △8,748 △30,310

その他の包括利益 

 為替換算調整勘定 1,116 362

 その他の包括利益合計 1,116 362

四半期包括利益 △7,631 △29,947

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 △7,631 △29,947

 少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 (４) セグメント情報 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成 22 年４月１日 至平成 22 年６月 30 日） 

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 

(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)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)３ 

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 

505,938 256,033 761,971 4,415 766,387 － 766,387

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 505,938 256,033 761,971 4,415 766,387 － 766,387

セグメント利益又は 
損失(△)  

△25,859 53,511 27,651 △3,056 24,595 △21,470 3,124

（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△21,470千円は、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、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成 23 年４月１日 至平成 23 年６月 30 日） 

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 

 (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)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)３ 

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 

398,437 129,075 527,513 4,339 531,852 － 531,852

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 398,437 129,075 527,513 4,339 531,852 － 531,852

セグメント利益又は 
損失(△) 

△15,151 3,270 △11,880 △1,316 △13,196 △15,861 △29,058

（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△15,861千円は、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） 

 
前連結会計年度 

（平成 23 年３月 31 日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成 23 年６月 30 日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 192,180 152,775

  受取手形及び売掛金 350,981 324,752

  商品及び製品 73,594 73,067

  仕掛品 38,125 40,921

  原材料及び貯蔵品 80,638 70,750

  その他 101,243 71,411

  貸倒引当金 △12,048 △11,976

  流動資産合計 824,716 721,702

固定資産 

 有形固定資産 

  建物及び構築物（純額） 409,960 406,701

  機械装置及び運搬具（純額） 306,378 292,389

  土地 673,412 673,412

  その他（純額） 11,071 10,455

  有形固定資産合計 1,400,822 1,382,958

 無形固定資産 

  その他 2,871 2,778

  無形固定資産合計 2,871 2,778

 投資その他の資産 

  長期前払費用 5,200 5,358

  その他 95,977 100,370

  貸倒引当金 △57,396 △58,230

  投資その他資産合計 43,782 47,498

 固定資産合計 1,447,476 1,433,235

資産合計 2,272,192 2,154,938
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（単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（平成 23 年３月 31 日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成 23 年６月 30 日） 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 147,271 92,181

  短期借入金 930,239 931,829

  １年内返済予定の長期借入金 234,570 203,994

  未払金 176,806 163,740

  未払法人税等 4,589 6,804

  災害損失引当金 33,818 29,581

  その他 43,551 49,451

  流動負債合計 1,570,849 1,477,583

 固定負債 

  長期借入金 500,828 531,127

  繰延税金負債 7,995 9,558

  その他 31,848 1,577

  固定負債合計 540,672 542,264

 負債合計 2,111,521 2,019,847

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 △1,411,299 △1,437,242

  自己株式 △41 △44

  株主資本合計 157,212 131,268

 その他包括利益累計額 

  為替換算調整勘定 1,503 1,866

  その他包括利益累計額 1,503 1,866

 新株予約権 1,955 1,955

 純資産合計 160,671 135,090

負債純資産合計 2,272,192 2,154,938
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結損益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円） 

 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成 22 年 4月１日 

   至 平成 22 年６月 30 日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成 23 年４月１日 

   至 平成 23 年６月 30 日）

売上高 766,387 531,852

売上原価 632,658 459,837

売上総利益 133,728 72,015

販売費及び一般管理費 124,495 96,706

営業利益又は営業損失（△） 9,233 △24,691

営業外収益 

 受取利息 1 0

 共同制作事業収益金 9,583 4,725

 助成金収入 2,375 2,695

 義援金 － 2,310

 その他 4,414 1,274

 営業外収益合計 16,375 11,005

営業外費用 

 支払利息 13,127 14,314

 共同制作事業費用 10,742 －

 貸倒引当金繰入額 2,473 762

 その他 4,290 2,344

 営業外費用合計 30,632 17,421

経常損失（△） △5,024 △31,107

特別利益 

 賞与引当金繰入額 2,775 －

 受取保険金 － 7,537

 特別利益合計 2,775 7,537

特別損失 

 資産除却債務会計基準の適用に伴
う影響額 1,864 －

 特別損失合計 1,864 －

税金等調整前四半期純損失（△） △4,114 △23,569

法人税、住民税及び事業税 810 810

法人税調整額 △1,997 1,563

法人税等合計 △1,187 2,374

少数株主損益調整前四半期損失(△) △2,927 △25,943

四半期純損失（△） △2,927 △25,943
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円） 

 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成 22 年 4月１日 

  至 平成 22 年６月 30 日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成 23 年４月１日 

  至 平成 23 年６月 30 日）

少数株主損益調整前四半期純損失(△) △2,927 △25,943

その他の包括利益 

 為替換算調整勘定 1,116 362

 その他の包括利益合計 1,116 362

四半期包括利益 △1,810 △25,580

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 △1,810 △25,580

 少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 (４) セグメント情報 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成 22 年４月１日 至平成 22 年６月 30 日） 

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 

 報告セグメント 

 
デジタル 

コンテンツ 
Ｅ・ＣＯＯＬ 計 

その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)３ 

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 

505,938 256,033 761,971 4,415 766,387 － 766,387

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 505,938 256,033 761,971 4,415 766,387 － 766,387

セグメント利益又は 
損失(△) 

△19,751 53,511 33,760 △3,056 30,703 △21,470 9,233

（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△21,470千円は、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、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成 23 年４月１日 至平成 23 年６月 30 日） 

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 

 (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)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)３ 

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 

398,437 129,075 527,513 4,339 531,852 － 531,852

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 398,437 129,075 527,513 4,339 531,852 － 531,852

セグメント利益又は 
損失(△) 

△10,784 3,270 △7,513 △1,316 △8,829 △15,861 △24,691

（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△15,861千円は、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 


