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（１）経営成績 （％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 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期  1,869  △18.3  △85  －  △146  －  △131  －

24年３月期  2,287  △5.5  △73     －  △119     －  △110     － 

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

25年３月期  △6.19  －  △366.5  △7.3  △4.6

24年３月期  △5.44     －  △104.0  △5.5  △3.2

（参考）持分法投資損益 25年３月期 －百万円   24年３月期     －百万円 

  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  1,956  23  1.1  0.71

24年３月期  2,080  52  2.4  2.51

（参考）自己資本 25年３月期 20百万円   24年３月期 50百万円

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

25年３月期  △71  △8  93  121

24年３月期  △64  △16  △1  108

  
年間配当金 配当金総額 

(合計) 配当性向 純資産
配当率 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 百万円 ％ ％

24年３月期     －  0.00     － 0.00 0.00     －     －     －

25年３月期       －  0.00     － 0.00 0.00  － － －

26年３月期（予想）       －  0.00     － 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  2,355  3.0  68  －  8  －  5  －  0.19



※ 注記事項 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
（２）発行済株式数（普通株式） 

  
  
※  監査手続の実施状況に関する表示 

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品

取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。   
  
※  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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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.2「経営成績に関する分析」をご覧ください。   
  

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期 29,256,000株 24年３月期 20,256,000株

②  期末自己株式数 25年３月期 1,745株 24年３月期 1,745株

③  期中平均株式数 25年３月期 29,254,255株 24年３月期 20,254,255株
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(1）経営成績に関する分析 

  当事業年度におけるわが国の経済は、復興関連需要等を背景に緩やかな回復が見られる中で、欧州の債務問題の

長期化、新興国の景気減速、日中および日韓関係の悪化などにより輸出が減少するなど、力強さに欠ける面があり

ました。一方で、政権交代による大胆な金融緩和政策や民間投資を後押しする財政政策など、いわゆる「アベノミ

クス」への期待感は円安、株高傾向を誘い、大企業を中心に企業業績の改善が見え初めました。しかし、輸出拡大

は限定的な面があり、中小企業にあっては景気回復を実感するまでには至っていない状況にありました。 

 デジタルコンテンツ業界においては、全体として緩やかな市場縮小傾向が続いておりますが、音楽ソフト市場に

おいては、14年ぶりに生産額が前年度対比で増加し市場が拡大いたしました。 

 一方、照明業界においては、企業の設備投資に伸びを欠く中、東日本大震災後の電力使用制限に見られたよう

な、極端な節電需要の高まりが薄れ、直管型次世代照明市場の成長は限られました。 

 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いては、市場規模に応じた生産体制への移行を図

るとともに、販売単価見直しの交渉、納期短縮を目的とした生産工程の見直し、諸経費削減を実施いたしました。

E・COOL事業においては、新規取扱店の開拓、各種メディア媒体を活用したE・COOLの認知度アップ活動、新商品開

発による商品ラインナップの充実を図るなどの施策を実施いたしました。 

 その結果、当事業年度の売上高は1,869,430千円(前年同期比18.3％減）、営業損失は85,276千円（前年同期は営

業損失73,745千円）、経常損失は146,338千円（前年同期は経常損失119,854千円）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。 

   

（デジタルコンテンツ事業） 

  国内のデジタルコンテンツ業界において、音楽ＣＤ市況は、アイドル人気の沸騰によるシングル盤の販売が堅調

に推移したほか、中高年が支持するアーティストのベスト盤が相次いで発売され好評を博し、アルバムが復調した

ことが大きく貢献して、生産額が14年ぶりに前年度を上回り、2012年４月～2013年３月の生産数は215,979千枚

（前年同期比9.8％増）、生産額は222,849百万円（前年同期比7.5％増）と増加いたしました。（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、語学など教養関連やゲーム関連など他ジャンルの減少傾向に変化は無く、ＣＤ市況全体としては緩やか

に縮小傾向が続いております。  

 また、国内ＤＶＤ市況（セル・レンタル用）は、主力ジャンルであるアニメーション、洋画などにおいて減少傾

向でありましたが、音楽映像においてはＣＤ同様増加が顕著でありました。一方でＤＶＤからBlu-rayへの移行も

着実に進んでおり、Blu-rayは海外アニメーションジャンルでこそ前年対比で減少しましたが、その他の各ジャン

ルにおいて伸張を見せており、特に映像ディスクの主力ジャンルである洋画、日本アニメーション、音楽映像にお

いて伸張が顕著でありました。このようなことからＤＶＤ市況は市場の縮小とBlu-rayへの移行が進行したことに

より、2012年４月～2013年３月の生産数は65,819千枚（前年同期比5.4％減）、生産額は179,135百万円（同11.9％

減）と減少いたしました。（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） 

 このような事業環境の中、当社デジタルコンテンツ事業においては、市場規模に応じた生産体制に移行しつつ、

生産コストに見合う適正価格での受注を確保するため販売単価の見直し交渉を実施し、サービス向上を図るため納

期短縮を目的とした生産工程の見直しを行いました。 

その結果、ＣＤ売上高は714,414千円(同24.4％減）、ＤＶＤ売上高は740,285千円(同0.1％増）、スタンパー等

その他売上高は60,451千円(同27.2％減）となり、デジタルコンテンツ事業全体の売上高は1,515,151千円(同

14.3％減）、営業利益は16,766千円(同128.4％増）となりました。 

  

（E・COOL事業） 

 当事業年度においては、新規代理店及び販売取扱店の開拓と商品ラインナップの充実による競争力の強化、商品

認知度を高めるための活動として「ライティングフェア2013」を始めとする展示会への出展、シンポジウムの開催

などを積極的に展開いたしました。 

 一方、受注においては、前事業年度におけるような電力需給逼迫を背景とする節電意識の高まりが薄れたこと

や、政府・自治体による省エネ・節電対策への補助金・助成金制度が打ち出されなかったことなどから、苦戦をし

いられました。また、景気の先行き不透明感からの企業による設備投資が抑制されたことなどにより、事業実績は

計画と大幅に乖離することとなり、その結果、売上高は338,922千円(同31.7％減）となり営業損失は51,132千円

（前年同期は営業損失23,796千円）となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析
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（次期の見通し） 

 今後の見通しにつきましては、デジタルコンテンツ事業においては、市場縮小と小ロット多品種化の傾向は変わ

らないと見込んでおり、材料資材の海外調達、一部生産工程のアウトソーシングなどの収益状況に相応する原価低

減に取組んでおります。また、デジタルコンテンツ事業は、前事業年から音楽関連のＣＤ、ＤＶＤの回復気配も継

続している状況もあり、一定の売上高の確保に向けて注力してまいります。E・COOL事業においては、原子力発電

所の再稼動問題を背景に電力供給の原価が高止まりをしており、次世代省エネ照明の社会的役割は大きいと考えて

おります。当社は夏場の需要を見通して市場開拓に努めており、更に省エネ効果がある新製品E・COOL NEXTを投

入することによりE・COOL事業における業績拡大を見込んでおります。 

 次期（平成26年３月期）の業績見通しにつきましては、売上高2,335百万円、営業利益68百万円、経常利益8百万

円、当期純利益5百万円を見込んでおります。 

 なお、業績予想については、現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、

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。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

  当事業年度末の流動資産は619,559千円（前年同期比12.2％減）となりました。 

 主要な項目として、現金及び預金121,838千円（同12.2％増）、売掛金338,067千円（同16.0％減）、原材料及び

貯蔵品などのたな卸資産が112,124千円（同8.1％減）であります。 

（固定資産） 

 当事業年度末の固定資産は1,336,665千円（同2.8％減）となりました。 

 主な項目として、建物357,360千円（同5.9％減）、機械及び装置211,831千円（同16.8％減）及び土地673,412千

円（同増減無し）であります。 

  この結果、総資産合計は1,956,224千円（同6.0％減）となりました。 

（流動負債） 

当事業年度末の流動負債は1,443,494千円（同3.5％減）となりました。 

主要な項目として、買掛金122,071千円（同8.1％増）、短期借入金1,030,000千円（同1.9％減）、1年内返済予

定の長期借入金152,372千円（同82.7％増）、未払金108,259千円（同36.4％減）、未払消費税等8,721千円（同

50.7％減）であります。 

（固定負債） 

 当事業年度末の固定負債は489,047千円（同8.2％減）となりました。 

 主要な項目として、長期借入金473,149千円（同9.4％減）、繰延税金負債15,518千円（同61.2％増）でありま

す。 

 この結果、負債合計は、1,932,542千円（同4.7％減）となりました。 

（純資産） 

 当事業年度末の純資産は23,682千円（同55.2％減）となりました。 

 これは、増資による株主資本の増加101,095千円及び当期純損失131,265千円を計上したことによるものでありま

す。   

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は121,838千円となりました。  

 当事業年度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、支出した資金は71,759千円（前年同期は64,760千円の資金支出）となりました。 

 主なプラス要因は、売上債権の減少66,890千円、たな卸資産の減少9,945千円、前渡金の減少21,175千円、仕

入債務の増加9,095千円によるものであり、主なマイナス要因は、税引前当期純損失122,079千円、災害損失引当

金の減少23,210千円、未払金の減少61,932千円によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、支出した資金は8,472千円（前年同期は16,739千円の資金支出）となりました。 

 これは主に敷金及び保証金の差入による支出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、増加した資金は93,447千円（前年同期は1,062千円の資金支出）となりました。 

 これは主に株式の発行による収入によるものであります。 
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    なお、当社の財政状態及びキャッシュ・フロー指標の傾向は、次のとおりであります。 

 自己資本比率 ：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注）１．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベ－スに計算しております。 

 ２．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 ３．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しています。 

 ４．平成24年３月期及び平成25年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・

カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりま

せん。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株主への利益還元を経営の 重要課題の一つとして位置づけており、財務状況や将来の事業展開等を総

合的に勘案しつつ、安定的な配当を継続して実施していくことが重要であると認識しております。 

 当社は、剰余金の配当について、期末配当の年１回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第５項に

規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期

末配当は株主総会であります。 

      当期の配当につきましては、当期純損失を計上したことから無配とさせていただきます。 

  

(4）事業等のリスク 

① デジタルコンテンツ市場の状況について 

 当社が関連するデジタルコンテンツ市場は、今後もゆるやかに縮小する傾向にはあるものの、大幅な規模の縮

小には至らないと予想しております。しかし、ＣＤ、ＤＶＤの他のメディアへの切換え等が当社の想定を上回る

急激な勢いで進行したり、消費低迷の継続により価格競争が激化した場合、当社の事業、財務状況及び業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

② 海外の仕入先への集中・依存 

 当社は、CCFL蛍光灯「E・COOL」を共同開発者である台湾の台湾松雄股份有限公司（旧：Great  Top 

Technology社）の１社から仕入を行っておりますが、これは製造技術の外部流出防止と海外生産により仕入価格

を引下げることを目的としているものであります。また、台湾松雄股份有限公司は設立時からインバーター製

造、研究開発の専門会社であり、当社の「E・COOL」に使用するインバーターは設計及び製造上、特殊性があり

ます。そのため、自然災害や国際情勢の不安や電子部品市況の悪化等により仕入先を切替えた場合は、当社が要

求する生産能力や品質基準に対する工場監査に時間を要することになります。 

 製造工程における品質管理に関しては、定期的に指導・監督を実施しておりますが、台湾松雄股份有限公司が

仕入れる各種電子部品等において、品質問題の発生あるいは不良品が混入した場合、結果として、生産に影響が

生じ当社の事業、財務状況及び業績に影響を与える可能性があります。 

③ 知的財産権等について 

 当社は、事業に関連した特許等の知的財産権について、訴訟やクレーム等の問題が発生したという事実はあり

ません。 

 当社はCCFL蛍光灯「E・COOL」の事業拡大へ向けて、国際特許、意匠特許、商標登録などの特許出願を精力的

に行っております。出願時には特許性調査も行い、今後も知的財産権を戦略的に取得又は活用していく方針です

が、すべての特許出願について登録に至るとは限りません。当社の重要な技術についての特許が成立しなかった

場合、他社製造の競合品に対して特許権を行使することができず、当社の事業戦略や経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  平成24年３月期 平成25年３月期 

 自己資本比率(％)  2.4  1.1

 時価ベースの自己資本比率(％)  12.7  35.9

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)  －  －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)  －  －
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④ 株式価値の希薄化に関わるリスク 

 当社は、平成25年２月18日に株式会社ネットスタジアム、株式会社エフティ・ビジネス・デベロップメント及

びＨＰ環境投資事業有限責任組合第８号を割当先とする新株予約権の発行を行いました。その割当数は株式会社

ネットスタジアムに7,000,000株、株式会社エフティ・ビジネス・デベロップメントに2,000,000株、ＨＰ環境投

資事業有限責任組合第８号に2,000,000株であります。  

 本新株予約権の目的である株式の総数11,000,000株に係る議決権数は11,000個でありますが、株式会社エフテ

ィ・ビジネス・デベロップメント社が既に1,000,000株（議決権数1,000個）の権利を行使されております。従っ

て、今後、新株予約権の行使が想定される株式数は10,000,000株、その議決権数は10,000個であります。 

 当社の総議決権数は29,251個（平成25年３月31日現在）であり、本新株予約権が全て行使された場合には、当

社の総議決権数に対する希薄化率は34.2％（行使後の総議決権数に占める割合は25.5％）となり、相応の株式価

値の希薄化につながることになります。 

 しかしながら、昨今の当社を取り巻く厳しい事業環境の下で、速やかかつ確実な資金調達方法により、環境エ 

ネルギー事業を拡大することが重要な経営課題であり、そのための資金を確保することは、当社にとって不可欠 

と考えております。これにより、当社の企業価値及び株主価値の向上につながるものと考え、さらには、自己資 

本の充実、財務健全性の強化により、安定的な事業運営及び資金調達の柔軟性の向上、並びに安定的な金融機関 

との取引継続を目指すためには、本件第三者割当は、当社にとって必要不可欠と考えられます。 

以上の理由より、当社の企業価値及び株主価値の向上に寄与するものと見込まれることから、本件第三者割当 

の募集規模は、合理的であると考えております。 

⑤ 大株主としての経営権について 

 当社は、平成25年２月18日に株式会社ネットスタジアムを割当先とする新株式及び新株予約権の発行を行いま

した。 

 同社及び株式会社エフティ・ビジネス・デベロップメントとＨＰ環境投資事業有限責任組合第８号の新株予約

権が全て行使された場合、同社の議決権数は総議決権数の38.21％を占める大株主となります。しかしながら、

同社の引受目的は当社の企業価値向上を目的にされており、短期的な株式保有ではないことを表明されておりま

す。当社にとっては、ＣＣＦＬ蛍光灯「E・COOL」新規顧客開拓のためのご紹介など幅広いネットワークにより

潜在的な需要の開拓が期待できることなど、当社の収益に結びつく可能性があると考えております。また、当社

は取締役候補者を２名受け入れておりますが、現状の経営体制を尊重するとの意見をいただいております。よっ

て今後において会社の経営体制に変更が生じる可能性は極めて低いものと判断しております。 

⑥ 資金調達に関わるリスク 

 当社は平成25年２月18日に環境エネルギー事業の仕入在庫資金及び太陽光発電事業の資金確保を目的として、

株式会社ネットスタジアム、株式会社エフティ・ビジネス・デベロップメント及びをＨＰ環境投資事業有限責任

組合第８号割当先とする新株予約権の発行を行いました。新株予約権については、その性質上、行使価額が市場

価額を上回っている状況においては、行使が進まない状況になり、このような状況が継続する場合は、資金需要

に沿った調達が困難になる可能性があります。そのよう場合においては、当社の業績に影響を与える可能性があ

ります。 

⑦ 主原材料の市況変動による影響 

 当社が製造する光ディスクの主原材料であるポリカーボネイトは、石油を原料とするプラスチック樹脂である

ため、調達価格において原油価格及び為替の変動に一定の影響を受けることとなります。原油価格の高騰に伴

い、想定価格以上に調達価格が上昇した場合、製造コストの上昇が避けられず、当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。また、包装材料であるＰケース、トールケースなども石油を原料とするプラスチック樹脂の２次

製品であるため、ポリカーボネイトと同様、当社の想定価格以上に調達価格が上昇した場合、当社の事業、財務

状況及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 減損会計について 

 当社の固定資産については、減損会計を適用しております。保有する資産の管理については、資産価値向上に

努めておりますが、市場環境の悪化等により、保有資産の収益性が低下し、減損損失を計上した場合、当社の業

績に影響を与える可能性があります。 

 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。 
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⑨ 自然災害、事故等のリスク 

 当社の本社工場や台湾のE・COOL製造工場の周辺地域において、大地震や台風等の災害或いは予期せぬ事故が

発生し工場施設等に物理的損害が生じ、生産活動や流通・仕入活動が阻害された場合、さらに人的被害があった

場合、当社の事業、財務状況及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 この他、新型インフルエンザ等の感染症の流行、事故、暴動、テロ活動など不測の事態により、生産活動や流

通・仕入活動が阻害された場合や人的被害が発生した場合、当社の事業、財務状況及び業績に影響を及ぼす可能

性があります。  

⑩ 返済遅延について 

 当社は、すべての借入金について、平成23年３月末から元本返済猶予を受けておりますが、平成25年３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の返済猶予を依頼し、条件変更の契約を締

結いたしました。しかし、この条件変更契約による償還日は、この６月28日から７月31日までの間に順次到来す

ることから、再度、契約条件変更の交渉を進めております。  

 当社は、当該状況を解消すべく、一定の返済原資を確保しつつ各金融機関からの借入金残高によるシェア割で 

約定返済を進めて行く方針でありますが、全ての取引金融機関との合意形成が必要が前提となり、交渉が長期化

した場合には、返済遅延になる可能性があります。 

  

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

 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、当事業年度においても環境エネルギー事業のE・

COOL販売実績が計画と大幅に乖離し、引き続き経常損失および当期純損失となりました。また、金融機関からの借

入金については、平成23年３月末から元本返済猶予を受けておりますが、元本返済猶予期間が丸２年を経過し長期

化していることから、一部の借入に関しては条件変更の交渉に時間を要し、平成25年３月末においては契約未了の

まま延滞扱いとなりました。この延滞扱いとなった借入金については、平成25年6月20日までに、すべて条件変更

契約の締結を終えておりますが、継続した損失の計上により現預金残高の低下が顕著となり、現時点においても約

定弁済再開は困難な状況であります。  

 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、以下のような諸施策を講じております。 

 ①借入金の約定弁済について 

 当社は一定の返済原資を確保し、その原資を基に残高シェア割による返済を進める考えであり、現在、返済

計画を策定中であります。この返済計画を基に取引金融機関と交渉を進めてまいります。  

②財務力の改善について 

 財務力の改善とE・COOLの新製品開発および本社工場での生産体制の整備、更には太陽光発電事業の立上げを

目的として、平成25年２月18日付けで第三者割当増資を行っております。 

③E・COOL販売強化策について 

 これまでのE・COOLよりも省エネ効果の高い新製品の開発と、これを本社工場で生産するための体制を整備し

ております。生産を内製化することにより、品質管理の徹底と在庫管理の効率化が図られます。今夏以降に電

力各社が電気代を値上げすることを睨みつつ、新製品の販売強化を図って参ります。 

④デジタルコンテンツ事業の収益改善策について 

  音楽CD・DVD市場は対前年比で増加に転じていることから、音楽市場の営業を強化するとともに、生産効率化

に努め社内生産率を上げることで収益率を高めてまいります。 
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第２四半期報告書（平成23年11月14日提出）における「事業の内容」から重要な変更がないため開示を省略して

おります。   

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、“グローバルに通用するオンリーワンの物づくりを志し、創造力を培い、実行力を重んじて世の中に貢

献できる夢とときめきのある会社を目指す”ことを企業理念に掲げ、光ディスク製造業界における独立系のリーデ

ィングカンパニーとして、社会の繁栄に貢献する経営を実践し、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、企業価値向上のために高い事業収益力の構築を目指しており、利益成長率及び売上高経常利益率を重視

しております。さらに、資本・資産効率を意識した経営に努てまいります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、デジタル・コンテンツの未来をプロデュースする光ディスク・プロバイダーとして、変化する顧客のニ

ーズを一歩先んじて追求し、創造性の高い製品の供給に努めながら、光ディスク業界においてさらなる地位の向上

を目指すと共に、環境エネルギー事業において環境負荷などの社会的環境のニーズに応える製品を提供しながら企

業価値の向上を目指します。 

 デジタルコンテンツ事業においては、インターネット配信や海外メーカーへの流失等の外的要因により、パッケ

ージ商品の市場は縮小傾向にあります。当社は、顧客満足度を重視した高品質な製品づくりと納期短縮を目的とし

た生産体制の整備・充実に努め、安定的な受注を確保しつつ、さらなる生産効率化による利益の均衡を図ります。

また、これまでにアニメ・邦画の映像ソフトに共同製作出資した経験・実績をベースに、積極的な営業展開による

シェアの拡大を推進し、DVD生産設備の稼働率が向上することによる収益向上を目指します。 

 環境エネルギー事業においては、電力の供給不足から節電に関する一時的な社会的要求の高まりがあり、次世代

照明市場は確実に広がりを見せておりますが、一方では、企業の設備投資動向や国・自治体による補助金、助成金

制度に左右される傾向があります。当社は、環境エネルギー事業本来の目的である、CO2排出量削減、製品の長寿命

化やリサイクルにより環境負荷を低減し、自然環境の維持・改善に貢献する立場にたって、外部環境により大きく

左右されないような事業基盤の構築に力を注いでまいります。 

 今夏においては、既存の「E・COOL」よりも更に電力消費効率の良い新製品「E・COOL NEXT」新シリーズを発売し

てまいります。更に、この新シリーズにおいては、本社工場において組立て生産を行い、品質管理の徹底と在庫管

理の効率化など、物流コストの効率化や品質保証の確保も図ってまいります。 

   

(4）会社の対処すべき課題 

 当社は、過去連続の経常損失、当期純損失であり、当事業年度においても当該状況を解消すべく、経営再建計画

による「E・COOL」の販売拡大、ディスクの販売価格の適正化（売上原価に見合う価格転嫁）、製造コストの削減を

実施し、利益の黒字化を目指しました。 

 しかしながら、当事業年度においても目標を大きく下回り、当該経営再建計画はその途上にあり、利益の黒字化

を目指し再度邁進してまいります。 

① 財務体質の強化 

 当社は、平成23年３月末から元本返済猶予を受け、既に２年以上を経過しております。平成25年３月末において

も元本返済が困難であったことから、取引金融機関と引き続き借入の返済猶予の交渉をいたしましたが、一部の借

入金については、返済期日までに条件変更契約に至らず、返済遅延となりました。これら返済遅延となった借入金

については、平成25年６月20日までに条件変更契約を締結しておりますが、この条件変更契約による返済期日は、

平成25年６月28日から７月31日までの間に順次到来いたします。 

 当社は、これらの借入金について、一定の返済原資を確保しつつ、各金融機関ごとの借入金残高によるシェア割

により、返済を再開する方針であります。この返済を進めるために、中期事業再建計画を策定し迅速な実施により

収益体質の改善およびキャッシュフローの改善に努め、財務体質の強化を図ってまいります。 

② デジタルコンテンツ事業 

 デジタルコンテンツ事業は、インターネット配信や海外メーカーへの流失等の外的要因や、消費者の消費動向の

多様化などにより、パッケージ商品の市場は縮小傾向にあります。このような傾向は今後も継続するものと認識し

ており、対応策として、顧客満足度を重視した高品質な製品づくりと納期短縮を目的とした生産体制の整備・充実

を行い、安定的な受注を確保しつつ、更なる生産効率化を図ってまいります。  

 営業活動においては、市場縮小傾向にあるデジタルコンテンツ市場にあって、唯一、前年度対比で成長を見せた

２．企業集団の状況

３．経営方針
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音楽ソフト関連の受注に力点を置くとともに、これまで実績のあるアニメ・邦画の映像ソフトジャンルの営業活動

を積極的に展開してシェアの拡大を図ってまいります。利益面においては、製造原価に見合った販売価格の適正化

を引続き推進いたします。 

 製造部門においては、老朽化してきている製造設備の維持管理を計画的且つ効果的に実施することにより、一時

的なコスト増加を抑制しつつ、省エネ化を図ってまいります。また、納期短縮の改善活動や製造原価の低減努力は

継続して実施し利益の向上を目指します。 

③ 環境エネルギー事業 

 CCFL蛍光灯「E・COOL」は、本格的に販売を開始してから３年を経過いたしました。この間、製品ラインナップを

40W形、20W形、110W形、高演色タイプ、２段階調光タイプなどを取り揃え充実させてまいりました。しかし、当事

業年度においては、発売開始後、初めて販売数が前年度対比で下回る結果となりました。この主な要因としては、

当社はこれまで、屋内の直管型蛍光灯のみを製造販売してまいりましたが、市場ニーズは街路灯や駐車場などの屋

外照明、高天井用照明、ダウンライトやシーリングライトなど、多種多様にわたっております。大口受注の場合、

これら多用途の照明を一括しての商談が比較的多く、当社はこれらのニーズに対応しきれていない面がありまし

た。こうした反省点から、「適所・適光」をコンセプトに様々なシーンでの明かりを提供できるよう、ＬＥＤ照明

シリーズ「E・COOL LED（レッド）」の販売を開始いたしました。更に、明るさはそのままで消費電力のみを抑えた

E・COOLの新シリーズ、ＮＥＸＴの開発販売も決定いたしました。当社はこれら新シリーズを加え、次世代照明メー

カーとして市場シェアの拡大に取組んでまいります。  

 また、生産活動においては、本社工場の有効利用をも計画的な製造指示及び管理によりリードタイムの短縮と適

正在庫の確保に努めてまいります。 

④ 太陽光発電事業  

 当社は、デジタルコンテンツ事業、E・COOL事業に次いで、３本目の事業の柱として太陽光発電事業に取組むこと

にいたしました。これは当社工場の事業用地や屋根スペースを有効利用して工場における消費電力を賄いながら、

余剰電力を売電しコスト削減と収益獲得を目指すものであります。また、遊休地を取得して太陽光発電事業を展開

して、事業価値を高めてまいります。 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 108,623 121,838

受取手形 6,488 4,014

売掛金 402,483 338,067

商品及び製品 30,439 40,798

仕掛品 22,156 10,782

原材料及び貯蔵品 69,474 60,543

前渡金 65,433 44,258

前払費用 15,285 9,786

その他 3,927 1,495

貸倒引当金 △18,821 △12,025

流動資産合計 705,490 619,559

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,773,524 1,773,277

減価償却累計額 △1,393,860 △1,415,917

建物（純額） 379,663 357,360

構築物 111,740 111,740

減価償却累計額 △101,094 △102,084

構築物（純額） 10,646 9,656

機械及び装置 3,632,814 3,626,658

減価償却累計額 △3,378,062 △3,414,827

機械及び装置（純額） 254,751 211,831

車両運搬具 11,826 11,826

減価償却累計額 △11,378 △11,378

車両運搬具（純額） 447 447

工具、器具及び備品 149,040 148,288

減価償却累計額 △140,415 △141,321

工具、器具及び備品（純額） 8,624 6,966

土地 673,412 673,412

リース資産 3,992 3,992

減価償却累計額 △2,956 △3,733

リース資産（純額） 1,035 258

建設仮勘定 968 968

有形固定資産合計 1,329,549 1,260,901

無形固定資産   

ソフトウエア 648 299

その他 1,865 1,865

無形固定資産合計 2,514 2,164

投資その他の資産   

長期貸付金 168,499 167,999

破産更生債権等 57,669 64,437

長期前払費用 4,194 3,788

前払年金費用 27,052 43,603

その他 11,675 21,653

貸倒引当金 △225,935 △227,883

投資その他の資産合計 43,156 73,599

固定資産合計 1,375,219 1,336,665

資産合計 2,080,710 1,956,224
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 112,976 122,071

短期借入金 1,050,000 1,030,000

1年内返済予定の長期借入金 83,417 152,372

リース債務 1,095 372

未払金 170,192 108,259

未払費用 22,801 12,393

未払法人税等 7,030 6,301

未払消費税等 17,689 8,721

前受金 2,144 1,326

預り金 1,810 1,676

災害損失引当金 23,210 －

その他 3,000 －

流動負債合計 1,495,367 1,443,494

固定負債   

長期借入金 522,104 473,149

リース債務 372 －

繰延税金負債 9,627 15,518

その他 380 380

固定負債合計 532,484 489,047

負債合計 2,027,852 1,932,542

純資産の部   

株主資本   

資本金 984,508 1,035,055

資本剰余金   

資本準備金 584,048 634,595

資本剰余金合計 584,048 634,595

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,517,609 △1,648,874

利益剰余金合計 △1,517,609 △1,648,874

自己株式 △44 △44

株主資本合計 50,902 20,732

新株予約権 1,955 2,950

純資産合計 52,857 23,682

負債純資産合計 2,080,710 1,956,224
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 2,287,008 1,869,430

売上原価   

製品期首たな卸高 73,856 30,439

当期商品仕入高 4,731 2,200

当期製品仕入高 388,171 373,461

当期製品製造原価 1,541,598 1,273,237

合計 2,008,357 1,679,338

他勘定振替高 － 797

製品期末たな卸高 30,439 40,798

製品売上原価 1,977,918 1,637,742

売上総利益 309,089 231,688

販売費及び一般管理費   

販売促進費 4,338 1,226

荷造運賃 38,194 31,577

貸倒引当金繰入額 7,653 △4,346

役員報酬 38,826 28,618

給料 109,917 108,758

福利厚生費 23,865 20,587

退職給付費用 7,448 4,843

賃借料 23,906 19,314

減価償却費 429 317

顧問料 38,504 28,672

旅費及び交通費 22,290 16,881

その他 67,459 60,513

販売費及び一般管理費合計 382,835 316,964

営業損失（△） △73,745 △85,276

営業外収益   

受取利息 18 6

共同製作事業収益金 4,488 3,762

助成金収入 6,918 6,780

その他 8,403 4,305

営業外収益合計 19,829 14,855

営業外費用   

支払利息 56,728 55,879

株式交付費 － 7,546

支払手数料 5,541 2,717

その他 3,667 9,773

営業外費用合計 65,938 75,917

経常損失（△） △119,854 △146,338

特別利益   

子会社支援引当金戻入額 9,128 －

固定資産売却益 － 1,077

災害損失引当金戻入額 － 23,210

受取保険金 7,584 －

特別利益合計 16,712 24,287
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 － 28

貸倒引当金繰入額 2,234 －

特別損失合計 2,234 28

税引前当期純損失（△） △105,376 △122,079

法人税、住民税及び事業税 3,243 3,295

法人税等調整額 1,632 5,890

法人税等合計 4,876 9,185

当期純損失（△） △110,253 △131,265
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 984,508 984,508

当期変動額   

新株の発行 － 50,547

当期変動額合計 － 50,547

当期末残高 984,508 1,035,055

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 584,048 584,048

当期変動額   

新株の発行 － 50,547

当期変動額合計 － 50,547

当期末残高 584,048 634,595

資本剰余金合計   

当期首残高 584,048 584,048

当期変動額   

新株の発行 － 50,547

当期変動額合計 － 50,547

当期末残高 584,048 634,595

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 △1,407,355 △1,517,609

当期変動額   

当期純損失（△） △110,253 △131,265

当期変動額合計 △110,253 △131,265

当期末残高 △1,517,609 △1,648,874

利益剰余金合計   

当期首残高 △1,407,355 △1,517,609

当期変動額   

当期純損失（△） △110,253 △131,265

当期変動額合計 △110,253 △131,265

当期末残高 △1,517,609 △1,648,874

自己株式   

当期首残高 △44 △44

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △44 △44

株主資本合計   

当期首残高 161,156 50,902

当期変動額   

新株の発行 － 101,095

当期純損失（△） △110,253 △131,265

当期変動額合計 △110,253 △30,170

当期末残高 50,902 20,732
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

新株予約権   

当期首残高 1,955 1,955

当期変動額   

自己新株予約権の消却 － △1,955

新株予約権の発行 － 3,245

新株予約権の行使 － △295

当期変動額合計 － 995

当期末残高 1,955 2,950

純資産合計   

当期首残高 163,111 52,857

当期変動額   

自己新株予約権の消却 － △1,955

新株の発行 － 101,095

新株予約権の発行 － 3,245

新株予約権の行使 － △295

当期純損失（△） △110,253 △131,265

当期変動額合計 △110,253 △29,175

当期末残高 52,857 23,682
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △105,376 △122,079

減価償却費 84,526 68,295

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,046 △4,846

災害損失引当金の増減額（△は減少） △10,608 △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 △18 △6

支払利息 56,728 55,879

新株発行費 － 7,546

受取保険金 △7,584 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,077

売上債権の増減額（△は増加） △61,954 66,890

たな卸資産の増減額（△は増加） 70,550 9,945

前渡金の増減額（△は増加） 4,149 21,175

仕入債務の増減額（△は減少） △34,294 9,095

未払金の増減額（△は減少） △4,451 △61,932

その他 △5,949 △40,628

小計 △14,365 △14,952

利息及び配当金の受取額 14 5

利息の支払額 △56,504 △52,350

保険金の受取額 7,584 －

法人税等の支払額 △1,490 △4,461

営業活動によるキャッシュ・フロー △64,760 △71,759

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 △14,505 －

有形固定資産の売却による収入 － 1,528

貸付けによる支出 △2,234 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,739 △8,472

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 10,000

短期借入金の返済による支出 － △30,000

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 △120,000 －

株式の発行による収入 － 93,253

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,062 △1,095

新株予約権の発行による収入 － 3,245

その他 － △1,955

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,062 93,447

現金及び現金同等物に係る換算差額 30 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △82,532 13,214

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期末残高 108,623 121,838
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(5）財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

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、当事業年度においても環境エネルギー事業のE・COOL

販売実績が計画と大幅に乖離し、引き続き経常損失および当期純損失となりました。また、金融機関からの借入金に

ついては、平成23年３月末から元本返済猶予を受けておりますが、元本返済猶予期間が丸２年を経過し長期化してい

ることから、一部の借入に関しては条件変更の交渉に時間を要し、平成25年３月末においては契約未了のまま延滞扱

いとなりました。この延滞扱いとなった借入金については、平成25年6月20日までに、すべて条件変更契約の締結を

終えておりますが、継続した損失の計上により現預金残高の低下が顕著となり、現時点においても約定弁済再開は困

難な状況であります。  

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、以下のような諸施策を講じております。 

(1) 借入金の約定弁済について 

当社は一定の返済原資を確保し、その原資を基に残高シェア割による返済を進める考えであり、現在、返済計画

を策定中であります。この返済計画を基に取引金融機関と交渉を進めてまいります。 

(2) 財務力の改善について 

財務力の改善とE・COOLの新製品開発および本社工場での生産体制の整備、更には太陽光発電事業の立上げを目

的として、平成25年２月18日付けで第三者割当増資を行っております。 

(3) E・COOL販売強化策について 

これまでのE・COOLよりも省エネ効果の高い新製品の開発と、これを本社工場で生産するための体制を整備して

おります。生産を内製化することにより、品質管理の徹底と在庫管理の効率化が図られます。今夏以降に電力各

社が電気代を値上げすることを睨みつつ、新製品の販売強化を図って参ります。 

(4) デジタルコンテンツ事業の収益改善策について 

音楽CD・DVD市場は対前年比で増加に転じていることから、音楽市場の営業を強化するとともに、生産効率化に努

め社内生産率を上げることで収益率を高めてまいります。 

 当社は、以上のような対応策を進めておりますが、今後の借入金返済に関しては全取引金融機関との合意形成が必要

となり、且つ、財務体質の改善および各事業の収益体質の向上が前提となります。しかし、デジタルコンテンツ事業に

おいては、全体として市場縮小傾向に変化はなく、今後、大きく業績が伸びることは想定し難い状況にあります。ま

た、E・COOL事業においても、主要部品の調達は中国市場に依存しており、部品調達が想定どおりに進まない場合や、

LED照明、有機EL照明など他の照明機器類の低価格化や技術革新が飛躍的に進んだ場合には、販売計画が下振れする可

能性もあります。 

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、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。 
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１．有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

  

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。 

  

３．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

 建物 

ａ．平成19年３月31日までに取得したものは、旧定額法によっております。 

ｂ．平成19年４月１日以降に取得したものは、定額法によっております。 

建物以外の有形固定資産 

ａ．平成19年３月31日までに取得したものは、旧定率法によっております。 

ｂ．平成19年４月１日以降に取得したものは、定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

  建物        ３～40年 

  機械及び装置    ３～８年 

  工具、器具及び備品 ４～10年 

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

  ソフトウェア(自社利用目的のもの) 

   利用可能期間(５年)による定額法 

(3)リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  

  

４．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき簡便法により計上し

ております。 

 なお、当事業年度末においては、年金資産が退職給付債務を上回っているため、退職給付引当金残高はありま

せん。  

  

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。  

  

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜方式によっております。  

  

  

（重要な会計方針）
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（キャッシュ・フロー計算書） 

 前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払金の増減額（△は

減少）」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映

させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その

他」に表示していた△10,401千円は、「未払金の増減額（△は減少）」△4,451千円、「その他」△5,949千円、とし

て組み替えております。 

  

  

前事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

当事業年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  

（表示方法の変更）

（持分法損益等）
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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、デジタルコンテンツ事業部と環境エネルギー事業部で構成されており、環境エネルギー事業部は

主力事業であるE・COOL事業及びその他の事業を展開しております。従って、当社は、「デジタルコンテン

ツ事業」と環境エネルギー事業部の主力事業として位置付けている「E・COOL事業」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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

  報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であり

ます。 

  報告セグメントの利益は、営業損失ベースの数値であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報  

前事業年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（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．セグメント利益の調整額△59,430千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。 

３．セグメント損失(△)は、財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

４．セグメント資産の調整額58,302千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に報告セグメントに帰属

しない本社の現金預金であります。 

  

（セグメント情報等）

セグメント情報

（単位：千円）

  

報告セグメント
その他

事業 
(注)１ 

合計
調整額  

(注)２、４ 

財務諸表

計上額 

(注)３  
デジタル 
コンテンツ 

事業  

E・COOL

事業  
計

売上高               

外部顧客への売上高  1,768,011  496,368  2,264,380  22,627  2,287,008  －  2,287,008

セグメント間の内部売

上高又は振替高  －  －  －  －  －  －  －

計  1,768,011  496,368  2,264,380  22,627  2,287,008  －  2,287,008

セグメント利益又は損失

(△) 
 7,342  △23,796  △16,453  2,138  △14,315  △59,430  △73,745

セグメント資産  1,738,162  271,852  2,010,014  12,392  2,022,407  58,302  2,080,710

セグメント負債  1,810,129  208,230  2,018,359  9,492  2,027,852  －  2,027,852

その他の項目 

減価償却費 

減損損失 

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 

 

 

 

 

 

82,998

－

4,795

 

 

 

1,461

－

9,238

 

 

 

84,459

－

14,033

 

 

 

66

－

－

 

 

 

 

 

84,526

－

14,033

 

 

 

 

 

－

－

－

 

 

 

84,526

－

14,033
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当事業年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

（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．セグメント利益の調整額△50,795千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。 

３．セグメント損失(△)は、財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

４．セグメント資産の調整額69,989千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に報告セグメントに帰属

しない本社の現金預金であります。 

  

   

（単位：千円）

  

報告セグメント
その他

事業 
(注)１ 

合計
調整額  

(注)２、４ 

財務諸表

計上額 

(注)３  
デジタル 
コンテンツ 

事業  

E・COOL

事業  
計

売上高               

外部顧客への売上高  1,515,151  338,922  1,854,074  15,356  1,869,430  －  1,869,430

セグメント間の内部売

上高又は振替高  －  －  －  －  －  －  －

計  1,515,151  338,922  1,854,074  15,356  1,869,430  －  1,869,430

セグメント利益又は損失

(△) 
 16,766  △51,132  △34,365  △114  △34,480  △50,795  △85,276

セグメント資産  1,619,890  254,799  1,874,690  11,544  1,886,234  69,989  1,956,224

セグメント負債  1,719,708  203,608  1,923,317  9,225  1,932,542  －  1,932,542

その他の項目 

減価償却費 

減損損失 

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 

 

 

 

 

 

64,474

－

－

 

 

 

3,655

－

－

 

 

 

68,130

－

－

 

 

 

165

－

－

 

 

 

 

 

68,295

－

－

 

 

 

 

 

－

－

－

 

 

 

68,295

－

－
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 （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純

損失金額であるため記載しておりません。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

３．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

  

  

（１株当たり情報）

  
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

 １株当たり純資産額 円 2.51 円 0.71

 １株当たり当期純損失金額 円 5.44 円 6.19

  
前事業年度末 

（平成24年３月31日） 
当事業年度末 

（平成25年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  52,857  23,682

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  1,955  2,950

（うち新株予約権） ( ) 1,955 ( ) 2,950

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  50,902  20,732

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
 20,254,255  29,254,255

  
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

 当期純損失金額（△）（千円）  △110,253  △131,265

 普通株主に帰属しない金額（千円） －  －

 普通株式に係る当期純損失金額（△）（千円）  △110,253  △131,265

 期中平均株式数（株）  20,254,255  21,202,200

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

平成25年１月31日開催の取締役会による第３回新株予約権

（株式の数 千株）。 

この概要は、「第４提出会社の状況 １ 株式等の状況

（2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 

11,000
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当社は、東日本大震災後の平成23年３月末以降、取引金融機関から借入金の返済猶予の支援を受けて来ました

が、継続して損失を計上してきたことにより、当事業年度末においても約定返済の再開は困難となりました。当社

は、取引金融機関に対して、再度、返済猶予の支援を依頼し、借入契約条件の変更交渉をしてまいりましたが、一部

の借入金については、当事業年度末までに契約締結に至らず、返済遅延となりました。これにより平成25年３月31日

現在で期限の利益に係る請求を受ける可能性がありました。 

かかる状況を解消すべく取引金融機関に対し、契約変更の交渉を継続して行った結果、平成25年６月20日までに

返済遅延となっていた全ての借入金について、条件変更の契約を締結いたしました。 

 なお、契約変更にあたり、少額の内入れ返済を実施しております。また、変更契約による次回償還期日は平成25年

６月28日から７月31日までの間に順次到来することになっております。 

  

  

(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補 

    取締役 中内 弘 

 ・新任監査役候補 

   （非常勤）監査役 水川 聡 

    （注）水川 聡は、社外監査役候補者であります。 

 ③ 就任予定日 

   平成25年６月30日 

  

（2）その他 

該当事項はありません。 

  

（重要な後発事象）

５．その他
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