
１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年６月30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26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26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 ％ 

26年３月期第１四半期  606  22.5  △16     －  △31     －  △44     － 

25年３月期第１四半期      494   －       △19     －      △30     －      △6     － 

  
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 

26年３月期第１四半期    △1.52         － 

25年３月期第１四半期       △0.32         － 

  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 

 26年３月期第１四半期  2,027  △20  △1.2  △0.81

 25年３月期  1,956  23  1.1  0.71

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 △23百万円 25年３月期 20百万円 

  
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 

25年３月期     －             0.00     －          0.00       0.00 

26年３月期     －      

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）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） 26年３月期１Ｑ 29,256,000株 25年３月期 29,256,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 1,745株 25年３月期 1,745株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 29,254,255株 25年３月期１Ｑ 20,254,255株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、いわゆる「アベノミクス」などの各種政策効果への期待から、円

安、株高が進行し輸出の増加や消費者マインドが改善、実体経済への反映も期待されました。しかしながら、中国

をはじめとする新興国経済の成長鈍化や欧州債務問題の懸念は払拭されておらず、全体としては不透明感が残る状

況が続いております。  

 当社の主力事業であるデジタルコンテンツ事業の市況は、市場縮小が続いているものの、昨年後半から音楽ソフ

ト関連において下げ止まりの感があり、その状況が続いております。一方、次世代照明業界においては、総じて企

業の設備投資が伸びない中でＬＥＤ照明器具の省電力化が進むなど競争に激しさが増しました。 

 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、外部倉庫の見直しや電気料の値上げによ

る影響の緩和策などコスト管理の徹底を図るとともに、営業面では新規顧客開拓に力点をおいた活動を実施いたし

ました。E・COOL事業においては、「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すべく、新たに

ＬＥＤ照明シリーズとして「E・COOL LED(レッド)」シリーズを発売し、商品ラインナップを整えました。一方

で、円安による影響で仕入れ価格がアップしたことや、当第２四半期会計期間から生産開始となる「E・COOL 

NEXT」シリーズの開発費用の増加が利益率を低下させる要因となりました。 

 その結果、当第１四半期累計期間の売上高は606,325千円（前年同四半期比22.5％増）、営業損失は16,665千円

（前年同四半期は営業損失19,097千円）、経常損失は31,252千円（前年同四半期は経常損失30,985千円）、四半期

純損失は44,452千円（前年同四半期は四半期純損失6,539千円）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 

 ＣＤ市場における音楽ＣＤの2013年４月～６月の生産金額は、49,472百万円（前年同四半期比2.5％減）と僅か

な減少となりました（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2013年４月～６月の売上金額は、39,575百万円（同11.3%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）。 

 このような状況の中、当社のデジタルコンテンツ事業は、音楽ソフト関連でビッグアーチストの周年記念アルバ

ムの大口受注があり売上高は525,120千円（同48.7％増）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285,235千円（同79.1％増）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252,057千円（同118.4％増）、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33,179千円（同24.3％減）でありま

す。 

 また、ＤＶＤ部門の販売金額は216,376千円（同20.6％増）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など諸施策を継続して講じてきたことに

よる効果と大口受注及び社内生産数が増加したことから、営業利益35,200千円（前年同四半期は営業損失9,815千

円）となりました。 

②E・COOL事業 

  当第１四半期累計期間においては、「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すべく、新た

にＬＥＤ照明シリーズとして「E・COOL LED（レッド）」シリーズを発売し、商品ラインナップを整えました。売上

増進策として、展示会・ビジネスマッチングへの出展、セミナーの開催など認知度向上を図るとともに、CCFL照明

普及推進協議会（JCLA）との連携によるCCFL照明の普及と業界市場の健全な発展の取り組みにつとめました。しか

し、企業の設備投資が伸びないなかで販売数を上げることができませんでした。その結果、E・COOL事業実績は、売

上高78,154千円（前年同四半期比42.8％減）、営業損失37,172千円（前年同四半期は営業利益4,999千円）となりま

した。   

   

（２）財政状態に関する説明   

（資産） 

 当第１四半期会計期間末における資産合計は2,027,204千円となり、前事業年度末に比べ70,979千円の増加と

なりました。 

 流動資産につきましては、たな卸資産が15,562千円、受取手形及び売掛金が47,433千円、その他流動資産が

10,645千円増加したことにより、前事業年度末に比べて72,847千円増加となりました。 

 固定資産につきましては、主に有形固定資産7,335千円の減少により、前事業年度末に比べて1,867千円の減少

となりました。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末における負債合計は2,047,974千円となり、前事業年度末に比べて115,431千円増加と
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なりました。 

 流動負債につきましては、買掛金が85,197千円、未払金が30,437千円、それぞれ増加したことにより前事業年

度末に比べて112,370千円の増加となりました。 

 固定負債につきましては、前事業年度末に比べて3,061千円の増加となりました。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は、四半期純損失44,452千円を計上したことにより、20,769千円

の債務超過となりました。 

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明   

 通期の業績予想については、平成25年６月21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、６期連続して損失を計上しており、当第１四半期累計期間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た結果、引き続き経常損失、四半期純損失となり、純資産額も20,769千円の債務超過となり

ました。また、平成25年６月28日に返済期日を迎えた短期借入金については、更新契約が間に合わず再度の延滞扱い

となりました。 

 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 

 当社は平成25年７月から９月までの３ヶ月間について、月額20万を返済原資とする各金融機関の残高シェア割に

よる内入れを実施することとし、各金融機関と条件変更契約の交渉を進めており、市中金融機関４行中３行とは既

に条件変更契約の締結を済ませております。残る１行とも早急に条件変更の契約締結を済ませる予定であります。 

 また、平成25年10月以降の返済に関しては、今後の業績に応じて返済原資を増額していく予定であり、中期事業

計画および返済計画を策定し、今後の約定弁済について各金融機関と交渉してまいります。 

②財務力の改善について 

 当社は、太陽光発電事業を第３の柱と位置づけており、当社の財務力を改善させるためには太陽光発電事業から

得られる収益が不可欠と考えております。現在、本社工場敷地を活用しての太陽光発電事業計画を進めております

が、その事業資金調達として市中金融機関の融資審査を受けており、この実行に合わせて新株予約権の権利行使も

依頼し、太陽光発電事業を展開するにあたっての財務的基盤を確保してまいります。 

③債務超過の解消について 

 当社は、本社工場敷地を活用しての太陽光発電事業計画を進めており、その事業資金調達を市中金融機関から行

うべく融資審査手続き中であります。この融資実行に目処がついた場合には、新株予約権の権利行使が見込めま

す。また、E・COOL事業においてはコストをかけ積極的な営業戦略をとってまいりましたが、今後は収益率を重視し

た事業体制に移行して固定費の適正化を図るとともに、東京支店移転の実施や本社工場における外部倉庫の見直し

等を行って、利益を確保し債務超過を解消してまいります。 

 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取引金融機関との合意形成が必要

となり、財務体質の改善は太陽光発電事業にかかる資金調達と早期の事業立上げが前提となります。また、債務超過

の解消についても太陽光発電事業の資金調達が遅れた場合や、売上が低迷し収益の改善が想定どおり進まない時には

改善されない可能性もあります。 

 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、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25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 121,838 124,351

受取手形及び売掛金 342,081 389,514

商品及び製品 40,798 56,438

仕掛品 10,782 8,260

原材料及び貯蔵品 60,543 62,988

その他 55,540 66,186

貸倒引当金 △12,025 △15,332

流動資産合計 619,559 692,406

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 357,360 351,711

機械及び装置（純額） 211,831 201,192

土地 673,412 673,412

その他（純額） 18,297 27,250

有形固定資産合計 1,260,901 1,253,566

無形固定資産 2,164 2,090

投資その他の資産 73,599 79,141

固定資産合計 1,336,665 1,334,798

資産合計 1,956,224 2,027,204

負債の部   

流動負債   

買掛金 122,071 207,268

短期借入金 1,030,000 1,029,892

1年内返済予定の長期借入金 152,372 151,552

未払金 108,259 138,696

未払法人税等 6,301 2,597

その他 24,490 25,858

流動負債合計 1,443,494 1,555,865

固定負債   

長期借入金 473,149 473,953

繰延税金負債 15,518 17,776

その他 380 380

固定負債合計 489,047 492,109

負債合計 1,932,542 2,047,974

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,035,055 1,035,055

資本剰余金 634,595 634,595

利益剰余金 △1,648,874 △1,693,326

自己株式 △44 △44

株主資本合計 20,732 △23,719

新株予約権 2,950 2,950

純資産合計 23,682 △20,769

負債純資産合計 1,956,224 2,027,204
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 494,795 606,325

売上原価 430,066 531,042

売上総利益 64,729 75,283

販売費及び一般管理費 83,826 91,949

営業損失（△） △19,097 △16,665

営業外収益   

受取利息 0 －

助成金収入 1,579 1,417

為替差益 657 －

共同製作事業収益金 152 462

その他 294 229

営業外収益合計 2,684 2,108

営業外費用   

支払利息 13,606 14,156

その他 966 2,539

営業外費用合計 14,573 16,696

経常損失（△） △30,985 △31,252

特別利益   

固定資産売却益 850 －

災害損失引当金戻入額 23,210 －

特別利益合計 24,060 －

特別損失   

過年度決算訂正関連費用 － 10,118

特別損失合計 － 10,118

税引前四半期純損失（△） △6,925 △41,370

法人税、住民税及び事業税 823 823

法人税等調整額 △1,209 2,257

法人税等合計 △385 3,081

四半期純損失（△） △6,539 △44,452
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 当社は、６期連続して損失を計上しており、当第１四半期累計期間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た結果、引き続き経常損失、四半期純損失となり、純資産額も20,769千円の債務超過となり

ました。また、平成25年６月28日に返済期日を迎えた短期借入金については、更新契約が間に合わず再度の延滞扱い

となりました。 

 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 

 当社は平成25年７月から９月までの３ヶ月間について、月額20万を返済原資とする各金融機関の残高シェア割に

よる内入れを実施することとし、各金融機関と条件変更契約の交渉を進めており、市中金融機関４行中３行とは既

に条件変更契約の締結を済ませております。残る１行とも早急に条件変更の契約締結を済ませる予定であります。 

 また、平成25年10月以降の返済に関しては、今後の業績に応じて返済原資を増額していく予定であり、中期事業

計画および返済計画を策定し、今後の約定弁済について各金融機関と交渉してまいります。 

②財務力の改善について 

 当社は、太陽光発電事業を第３の柱と位置づけており、当社の財務力を改善させるためには太陽光発電事業から

得られる収益が不可欠と考えております。現在、本社工場敷地を活用しての太陽光発電事業計画を進めております

が、その事業資金調達として市中金融機関の融資審査を受けており、この実行に合わせて新株予約権の権利行使も

依頼し、太陽光発電事業を展開するにあたっての財務的基盤を確保してまいります。 

③債務超過の解消について 

 当社は、本社工場敷地を活用しての太陽光発電事業計画を進めており、その事業資金調達を市中金融機関から行

うべく融資審査手続き中であります。この融資実行に目処がついた場合には、新株予約権の権利行使が見込めま

す。また、E・COOL事業においてはコストをかけ積極的な営業戦略をとってまいりましたが、今後は収益率を重視し

た事業体制に移行して固定費の適正化を図るとともに、東京支店移転の実施や本社工場における外部倉庫の見直し

等を行って、利益を確保し債務超過を解消してまいります。 

 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取引金融機関との合意形成が必要

となり、財務体質の改善は太陽光発電事業にかかる資金調達と早期の事業立上げが前提となります。また、債務超過

の解消についても太陽光発電事業の資金調達が遅れた場合や、売上が低迷し収益の改善が想定どおり進まない時には

改善されない可能性もあります。 

 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、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

四半期財務諸表に反映しておりません。 

  

   

（３）四半期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）
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該当事項はありません。   

   

   

  セグメント情報  

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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△14,619千円は、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１四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30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△14,241千円は、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。 

   

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  353,038  136,674  489,712  5,083  494,795  －  494,795

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  353,038  136,674  489,712  5,083  494,795  －  494,795

セグメント利益又は 

損失(△) 
 △9,815  4,999  △4,815  338  △4,477  △14,619  △19,097

  （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  525,120  78,154  603,274  3,050  606,325  －  606,325

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  525,120  78,154  603,274  3,050  606,325  －  606,325

セグメント利益又は 

損失(△) 
 35,200  △37,172  △1,972  △451  △2,424  △14,241  △16,665
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