
 

-1- 

 

平成 26 年７月１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 専務取締役   大村 安孝 

                                                (電話番号  0 2 2 － 3 9 2 － 3 7 1 1) 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 26 年３月期 決算短信[日本基準]（非連結）」の 

一部訂正について 
 

 

平成 26 年 5 月 20 日に発表いたしました「平成 26 年３月期 決算短信[日本基準]（非連結）」

の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。また、数値データにも訂正があ

りましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

 なお、訂正箇所に下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正理由 

当社は、平成 26 年 5 月 20 日の決算短信提出後の平成 26 年 5 月下旬に未払金等の精査作業を

行いました際に、未払金の一部につき二重に計上されたものが発覚し、費用について 7,662 千

円過大に計上を行っておりました。これに伴い一部税額についても再計算をした結果等により、

損益計算書に誤りがありました。 

また、期末における小切手の処理を誤った為、売掛金を 721 千円過大に計上し、預金を 721

千円過少に計上した結果等により、貸借対照表に誤りが発生いたしました。 

さらに、キャッシュ・フロー計算書についても、これら誤り及び区分掲記を精査した結果、

誤りが発生いたしました。 

加えて、セグメント情報につきましては、これら誤り等に加えて新規事業に関する資産

70,000 千円およびその他部門に関する資産 4,577 千円・負債 3,420 千円の区分を間違えた事に

より誤りが発生いたしました。 

このような誤りが生じてしまった理由は、主に開示・経理体制が不十分であったためであり、

株主・投資家の皆様には深くお詫び申し上げるとともに、今後このようなことがないようにチ

ェック体制を含めた管理体制を強化して参ります。 

 

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】１ページ 
（訂正前） 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 26 年 3 月期の業績（平成 25 年 4 月 1日～平成 26 年 3月 31 日） 
(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 ％ 

26 年 3 月期 1,933 3.4 △355 － △453 － △559 － 
25 年 3 月期 1,869 △18.3 △85 － △146 － △131 － 

 

 
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 ％ ％ ％ 

26 年 3 月期 △18.04 － － △25.5 △20.0 
25 年 3 月期 △6.19 － △366.5 △7.3 △4.6 

(参考)持分法投資損益   26 年 3 月期   －百万円  25 年 3 月期  －百万円 
 
(2) 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 

26 年 3 月期 1,734 △341 △18.4 △7.7 
25 年 3 月期 1,956 23 1.1 0.71 

（参考）自己資本      26 年 3月期 △352 百万円  25 年 3 月期  20 百万円 
 
(3) キャシュ・フローの状況 

 
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 

26 年 3 月期 △277 △74 252 22 
24 年 3 月期 △71 △8 93 121 

 
（訂正後） 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 26 年 3 月期の業績（平成 25 年 4 月 1日～平成 26 年 3月 31 日） 
(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 ％ 

26 年 3 月期 1,933 3.4 △353 － △445 － △552 － 
25 年 3 月期 1,869 △18.3 △85 － △146 － △131 － 

 

 
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 ％ ％ ％ 

26 年 3 月期 △17.80 － － △23.9 △18.3 
25 年 3 月期 △6.19 － △366.5 △7.3 △4.6 

(参考)持分法投資損益   26 年 3 月期   －百万円  23 年 3 月期  －百万円 
 
(2) 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 

26 年 3 月期 1,734 △333 △20.5 △8.61 
25 年 3 月期 1,956 23 1.1 0.71 

（参考）自己資本      26 年 3月期 △355 百万円  25 年 3 月期  20 百万円 
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(3) キャシュ・フローの状況 

 
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 

26 年 3 月期 △277 △74 252 23 
24 年 3 月期 △71 △8 93 121 

 
 
【添付資料】２～６ページ 

（訂正前） 

１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

  （省略） 

その結果、当事業年度の売上高は1,933,605千円（前年同期比3.4％増）、営業損失355,712

千円（前年同期は営業損失85,276千円）、経常損失は453,110千円（前年同期は経常損失

146,338千円）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） 

   （省略） 

   その結果、デジタル・コンテンツ事業全体の売上高は1,662,644千円（同9.7％増）、営業

損失は89,335千円（前年同期は営業利益16,766千円）となりました。 

 

（Ｅ・ＣＯＯＬ事業） 

   （省略） 

   その結果、売上高は262,973千円（前年同期比22.4％減）となり、営業損失は201,719千円

（前年同期は営業損失51,132千円）となりました。 

 

(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 444,990 千円（前年同期比 28.2％減）となりました。 

   主要な項目として、現金及び預金 22,597 千円（前年同期比 81.5％減）、売掛金 273,278

千円（同 19.2％減）、原材料及び貯蔵品などのたな卸資産が 80,163 千円（同 28.5％減）で

あります。 

  （省略） 

（流動負債） 

当事業年度末の流動負債は 1,600,429 千円（前年同期比 10.9％増）となりました。 

主要な項目として、買掛金 139,704 千円（前年同期比 14.4％増）、短期借入金 1,089,022

千円（同 5.7％増）、1年内返済予定の長期借入金 171,400 千円（同 12.5％増）、未払金 161,933

千円（同 49.6％増）、未払法人税等 5,188 千円（同 17.7％減）であります。 

（省略） 

 この結果、負債合計は、2,075,350 千円（前年同期比 7.4％増）となりました。 

（純資産） 

   当事業年度末の純資産は△341,262 千円（前年同期比 1,541.0％減）となりました。 

   これは、増資による株主資本の増加 176,184 千円及び当期純損失 559,780 千円を計上した

ことによるものであります。 
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 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 22,597 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 277,797 千円（前年同期は 71,759 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

純損失の計上によるものであります。 

  （省略） 

 

なお、当社グループ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。 

 平成25年３月期 平成26年３月期 

自己資本比率（％） 1.1  △17.1  

時価ベースの株主資本比率（％） 35.9  39.6  

債務償還年数（年） －  －  

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ (倍) －  －  

  （省略） 

 

（訂正後） 

１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

 （省略） 

その結果、当事業年度の売上高は1,933,605千円（前年同期比3.4％増）、営業損失353,397

千円（前年同期は営業損失85,276千円）、経常損失は445,448千円（前年同期は経常損失

146,338千円）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） 

  （省略） 

   その結果、デジタル・コンテンツ事業全体の売上高は1,662,644千円（同9.7％増）、営業

損失は88,963千円（前年同期は営業利益16,766千円）となりました。 

   

（Ｅ・ＣＯＯＬ事業） 

  （省略） 

   その結果、売上高は262,973千円（前年同期比22.4％減）となり、営業損失は201,681千円

（前年同期は営業損失51,132千円）となりました。 

 

(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 444,990 千円（前年同期比 28.2％減）となりました。 

   主要な項目として、現金及び預金 23,318 千円（前年同期比 80.9％減）、売掛金 272,557

千円（同 19.4％減）、原材料及び貯蔵品などのたな卸資産が 80,163 千円（同 28.5％減）で

あります。 

  （省略） 

（流動負債） 

当事業年度末の流動負債は 1,592,767 千円（前年同期比 10.3％増）となりました。 
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主要な項目として、買掛金 139,704 千円（前年同期比 14.4％増）、短期借入金 1,089,022

千円（同 5.7％増）、1年内返済予定の長期借入金 171,400 千円（同 12.5％増）、未払金 154,320

千円（同 42.5％増）、未払法人税等 4,739 千円（同 24.8％減）であります。 

 この結果、負債合計は、2,067,689 千円（前年同期比 7.0％増）となりました。 

（省略） 

 

（純資産） 

   当事業年度末の純資産は△333,601 千円（前年同期 23,682 千円）となりました。 

   これは、増資による株主資本の増加 176,184 千円及び当期純損失 552,118 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 23,318 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 277,075 千円（前年同期は 71,759 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

純損失の計上によるものであります。 

（省略） 

 

なお、当社グループ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。 

 平成25年３月期 平成26年３月期 

自己資本比率（％） 1.1  △20.5  

時価ベースの株主資本比率（％） 35.9  64.2  

債務償還年数（年） －  －  

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ (倍) －  －  

  （省略） 
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【添付資料】11～18 ページ 

（訂正前） 

４．財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 25 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 26 年３月 31 日） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 121,838 22,597 

  受取手形 4,014 6,397 

  売掛金 338,067 273,278 

  商品及び製品 40,798 13,571 

  仕掛品 10,782 3,255 

  原材料及び貯蔵品 60,543 63,336 

  前渡金 44,258 2,095 

  前払費用 9,786 8,222 

  預け金 － 57,500 

  その他 1,495 425 

  貸倒引当金 △12,025 △5,690 

  流動資産合計 619,559 444,990 

 固定資産   

  有形固定資産   

  建物 1,773,277 1,720,456 

    減価償却累計額 △1,415,917 △1,435,744 

    建物(純額) 357,360 284,711 

  構築物 111,740 111,740 

    減価償却累計額 △102,084 △103,219 

    構築物(純額) 9,656 8,521 

  機械及び装置 3,626,658 3,361,362 

    減価償却累計額 △3,414,827 △3,207,053 

    機械装置(純額) 211,831 154,308 

  車両運搬具 11,826 11,826 

    減価償却累計額 △11,378 △11,442 

    車両運搬具(純額) 447 383 

  工具、器具及び備品 148,288 142,127 

    減価償却累計額 △141,321 △136,759 

    工具、器具及び備品(純額) 6,966 5,368 

  土地 673,412 666,589 

  リース資産 3,992 3,992 

    減価償却累計額 △3,733 △3,992 

    リース資産(純額) 258 － 

  建設仮勘定 968 71,161 

  有形固定資産合計 1,260,901 1,191,044 

（省略） 
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 25 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 26 年３月 31 日） 

負債の部   

 流動資産   

  買掛金 122,071 139,704 

  短期借入金 1,030,000 1,089,022 

  １年内返済予定の長期借入金 152,372 171,400 

  リース債務 372 － 

  未払金 108,259 161,933 

  未払費用 12,293 24,222 

  未払法人税等 6,301 5,188 

  未払消費税等 8,721 421 

  前受金 1,326 4,523 

  預り金 1,676 4,011 

  流動負債合計 1,443,494 1,600,429 

 固定資産   

  長期借入金 473,149 453,826 

  繰延税金負債 15,518 20,715 

  その他 380 380 

  固定負債合計 489,047 474,921 

 負債合計 1,932,542 2,075,350 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,035,055 1,123,147 

  資本余剰金   

   資本準備金 634,595 722,687 

   資本剰余金合計 634,595 722,687 

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △1,648,874 △2,208,654 

   利益剰余金合計 △1,648,874 △2,208,654 

  自己株式 △44 △44 

  株主資本合計 20,732 △362,863 

 新株予約権 2,950 21,601 

 純資産合計 23,682 △341,262 

負債純資産合計 1,956,224 1,734,088 
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（２）損益計算書 

（単位：千円） 

 

前事業年度 
（自 平成 24 年４月１日 

  至 平成 25 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 25 年４月１日 

   至 平成 26 年３月 31 日） 

（省略） 

販売費及び一般管理費 

 
 

 販売促進費 1,226 3,171 

 荷造運賃 31,577 27,371 

 貸倒引当金繰入額 △4,346 2,781 

 役員報酬 28,618 35,341 

 給料 108,758 100,081 

 福利厚生費 20,587 19,122 

 退職給付費用 4,843 4,449 

 賃借料 19,314 19,882 

 減価償却費 317 637 

 顧問料 28,672 35,340 

 旅費及び交通費 16,881 22,035 

 その他 60,513 73,105 

 販売費及び一般管理費合計 316,964 343,321 

営業損失(△) △85,276 △355,712 

営業外収益   

 受取利息 6 4 

 共同制作事業収益金 3,762 1,474 

 助成金収入 6,780 2,204 

 その他 4,305 985 

 営業外収益合計 14,855 4,668 

営業外費用   

 支払利息 55,879 59,968 

 株式交付費 7,546 513 

 支払手数料 2,717 32,690 

 その他 9,773 8,893 

 営業外費用合計 75,917 102,066 

経常損失(△) △146,338 △453,110 

特別利益   

 固定資産売却益 1,077 － 

 災害損失引当金戻入額 23,210 － 

 特別利益合計 24,287 － 

特別損失   

 固定資産除却損 28 11,770 

 固定資産処分損 － 13,000 

 減損損失 － 63,289 

 その他 － 10,118 

 特別損失合計 28 98,178 

税引前当期純利益(△) △122,079 △551,288 

法人税、住民税及び事業税 3,295 3,294 

法人税調整額 5,890 5,196 

法人税等合計 9,185 8,491 

当期純損失(△) △131,265 △559,780 
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（３）株主資本等変動計算書 

  当事業年度（自 平成25年４月1日 至 平成26年3月31日 

（単位：千円） 

 株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 資本準備金 
資本剰余金 

合計 

その他利益剰

余金 利益剰余金合

計 繰越利益剰余

金 

当期首残高 1,035,055 634,595 634,595 △1,648,875 △1,648,875 △44 20,732 

当期変動額        

 新株の発行 88,092 88,092 88,092    176,184 

 当期純損失（△）    △559,780 △559,780  △559,780 

 自己新株予約権の消却        

 新株予約権の発行        

 新株予約権の行使        

当期変動額の合計 88,092 88,092 88,092 △559,780 △559,780 － △383,596 

当期末残高 1,123,147 722,687 722,687 △2,208,654 △2,208,654 △44 △362,863 

 

 新株予約権 純資産合計 

当期首残高 2,950 23,682 

当期変動額   

 新株の発行  176,184 

 当期純損失（△）  △559,780 

 自己新株予約権の消却  － 

 新株予約権の発行 25,635 25,635 

 新株予約権の行使 △6,984 △6,984 

当期変動額の合計 18,651 △364,945 

当期末残高 21,601 △341,262 
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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 24 年４月１日 
  至 平成25年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成 25 年４月１日 

  至 平成26年３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(△) △122,079 △551,288 

 減価償却費 68,295 73,761 

 減損損失 － 63,289 

 貸倒引当金の増減額(△は減少） △4,846 1,992 

 災害損失引当金の増減額(△は減少） △23,210 － 

 受取利息及び受取配当金 △6 △4 

 支払利息 55,879 59,968 

 株式交付費 7,546 513 

 有形固定資産売却損益(△は益) △1,077 － 

 固定資産除却損 28 11,770 

 固定資産処分損益（△は益） － 13,000 

 売上債権の増減額（△は増加） 66,890 44,868 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 9,945 31,961 

 前渡金の増減額（△は増加） 21,175 42,162 

 預け金の増減額（△は増加） － △57,500 

 仕入債務の増減額（△は減少） 9,095 17,697 

 未払金の増減額（△は減少） △61,932 45,166 

 その他 △40,656 △23,065 

 小計 △14,952 △225,706 

 利息及び配当金の受取額 5 4 

 利息の支払額 △52,350 △48,800 

 法人税等の支払額 △4,461 △3,294 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △71,759 △277,797 

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 － △78,664 

 有形固定資産の売却による収入 1,528 － 

 投資有価証券の取得による支出 － △14,800 

 投資有価証券の売却による収入 － 14,800 

 敷金及び保証金の差入による支出 △10,000 △6,271 

 敷金及び保証金の回収による収入 － 10,808 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △8,472 △74,127 

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 10,000 170,000 

 短期借入金の返済による支出 △30,000 △110,977 

 長期借入金による収入 20,000 － 

 長期借入金の返済による支出 － △294 

 株式の発行による収入 93,253 168,686 

 ファイナンス・リース債務返済による支出 △1,095 △372 

 新株予約権の発行による収入 3,245 25,635 

 その他 △1,955 － 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 93,447 252,676 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 6 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 13,214 △99,240 

現金及び現金同等物の期首残高 108,623 121,838 

現金及び現金同等物の四半期残高 121,838 22,597 
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【添付資料】22～24 ページ 
(セグメント情報等) 
ａ．セグメント情報 

 
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 
当事業年度（自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 

(単位：千円) 

 報告セグメント 

その他 

(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 1,662,644 262,973 1,925,618 7,986 1,933,605 － 1,933,605 

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計 1,662,644 262,973 1,925,618 7,986 1,933,605 － 1,933,605 

セグメント利益又は損

失（△） 
△89,335 △201,719 △291,055 △1,641 △292,697 △63,015 △355,712 

セグメント資産 1,519,969 129,160 1,649,129 － 1,649,129 84,958 1,734,088 

セグメント負債 1,767,343 237,257 2,004,600 10,749 2,015,350 60,000 2,075,350 

その他の項目        

 減価償却費 58,279 3,168 61,447 － 61,447 12,313 73,761 

 減損損失 － 63,289 63,289 － 63,289 － 63,289 

 有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
1,263 6,921 8,184 － 8,184 287 8,471 

（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△63,015千円は、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84,958千円は、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。 
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（１株当たり情報） 

 

前事業年度 

（自 平成 24 年４月１日 

  至 平成 25 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 25 年４月１日 

   至 平成 26 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 0.71円  △11.25円  

１株当たり当期純損失金額 △6.19円  △18.05円  

（注）１．潜在株式調整後 1株当たり当期純利益額については、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。 

 前事業年度 

（平成 25 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 26 年３月 31 日） 

純資産の部の合計額（千円） 23,682  △341,262  

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
2,950  21,601  

（うち新株予約権） （2,950） （21,601） 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 20,732  △362,863  

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） 
29,254,255  41,254,255  

（注） 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。 

 前事業年度 

（自 平成 24 年４月１日 

至 平成 25 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 25 年４月１日 

至 平成 26 年３月 31 日） 

当期純損失（△）（千円） △131,265   △559,780  

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(△)（千円） △131,265  △559,780  

普通株式の期中平均株式数（株） 29,254,255  31,018,639  

希簿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 10,000 千株） 

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4,000千株）及び平成26年２月27

日開催の取締役会による第４回新

株予約権（23,500千株） 
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（訂正後） 

４．財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 25 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 26 年３月 31 日） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 121,838 23,318 

  受取手形 4,014 6,397 

  売掛金 338,067 272,557 

  商品及び製品 40,798 13,571 

  仕掛品 10,782 3,255 

  原材料及び貯蔵品 60,543 63,336 

  前渡金 44,258 2,095 

  前払費用 9,786 8,222 

  仮払金 290 57,880 

  その他 1,205 45 

  貸倒引当金 △12,025 △5,690 

  流動資産合計 619,559 444,990 

 固定資産   

  有形固定資産   

  建物 1,773,277 1,720,456 

    減価償却累計額 △1,415,917 △1,435,744 

    建物(純額) 357,360 284,711 

  構築物 111,740 111,740 

    減価償却累計額 △102,084 △103,219 

    構築物(純額) 9,656 8,521 

  機械及び装置 3,626,658 3,361,362 

    減価償却累計額 △3,414,827 △3,207,053 

    機械装置(純額) 211,831 154,308 

  車両運搬具 11,826 11,826 

    減価償却累計額 △11,378 △11,442 

    車両運搬具(純額) 447 383 

  工具、器具及び備品 148,288 142,127 

    減価償却累計額 △141,321 △136,759 

    工具、器具及び備品(純額) 6,966 5,368 

  土地 673,412 666,589 

  リース資産 3,992 3,992 

    減価償却累計額 △3,733 △3,992 

    リース資産(純額) 258 － 

  建設仮勘定 968 71,161 

  有形固定資産合計 1,260,901 1,191,044 

（省略） 
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 25 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 26 年３月 31 日） 

負債の部   

 流動資産   

  買掛金 122,071 139,704 

  短期借入金 1,030,000 1,089,022 

  １年内返済予定の長期借入金 152,372 171,400 

  リース債務 372 － 

  未払金 108,259 154,320 

  未払費用 12,293 24,222 

  未払法人税等 6,301 4,739 

  前受金 1,326 4,523 

  預り金 1,676 4,011 

  その他 8,721 822 

  流動負債合計 1,443,494 1,592,767 

 固定資産   

  長期借入金 473,149 453,826 

  繰延税金負債 15,518 20,715 

  その他 380 380 

  固定負債合計 489,047 474,921 

 負債合計 1,932,542 2,067,689 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,035,055 1,123,147 

  資本余剰金   

   資本準備金 634,595 722,687 

   資本剰余金合計 634,595 722,687 

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △1,648,874 △2,200,993 

   利益剰余金合計 △1,648,874 △2,200,993 

  自己株式 △44 △44 

  株主資本合計 20,732 △355,202 

 新株予約権 2,950 21,601 

 純資産合計 23,682 △333,601 

負債純資産合計 1,956,224 1,734,088 
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（２）損益計算書 

（単位：千円） 

 

前事業年度 
（自 平成 24 年４月１日 

  至 平成 25 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 25 年４月１日 

   至 平成 26 年３月 31 日） 

（省略） 

販売費及び一般管理費 

 
 

 販売促進費 1,226 3,171 

 荷造運賃 31,577 27,371 

 貸倒引当金繰入額 △4,346 2,781 

 役員報酬 28,618 35,341 

 給料 108,758 100,081 

 福利厚生費 20,587 19,122 

 退職給付費用 4,843 4,449 

 賃借料 19,314 19,882 

 減価償却費 317 637 

 顧問料 28,672 33,435 

 旅費及び交通費 16,881 22,035 

 その他 60,513 72,694 

 販売費及び一般管理費合計 316,964 341,005 

営業損失(△) △85,276 △353,397 

営業外収益   

 受取利息 6 4 

 共同制作事業収益金 3,762 1,474 

 助成金収入 6,780 2,204 

 その他 4,305 985 

 営業外収益合計 14,855 4,668 

営業外費用   

 支払利息 55,879 59,968 

 株式交付費 7,546 513 

 支払手数料 2,717 27,344 

 その他 9,773 8,893 

 営業外費用合計 75,917 96,720 

経常損失(△) △146,338 △445,448 

特別利益   

 固定資産売却益 1,077 － 

 災害損失引当金戻入額 23,210 － 

 特別利益合計 24,287 － 

特別損失   

 固定資産除却損 28 11,770 

 固定資産処分損 － 13,000 

 減損損失 － 63,289 

 その他 － 10,118 

 特別損失合計 28 98,178 

税引前当期純利益(△) △122,079 △543,627 

法人税、住民税及び事業税 3,295 3,294 

法人税調整額 5,890 5,196 

法人税等合計 9,185 8,491 

当期純損失(△) △131,265 △552,118 
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（３）株主資本等変動計算書 

  当事業年度（自 平成25年４月1日 至 平成26年3月31日 

（単位：千円） 

 株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 資本準備金 
資本剰余金 

合計 

その他利益剰

余金 利益剰余金合

計 繰越利益剰余

金 

当期首残高 1,035,055 634,595 634,595 △1,648,874 △1,648,874 △44 20,732 

当期変動額        

 新株の発行 88,092 88,092 88,092    176,184 

 当期純損失（△）    △552,118 △552,118  △552,118 

 自己新株予約権の消却        

 新株予約権の発行        

 新株予約権の行使        

当期変動額の合計 88,092 88,092 88,092 △552,118 △552,118 － △375,934 

当期末残高 1,123,147 722,687 722,687 △2,200,993 △2,200,993 △44 △355,202 

 

 新株予約権 純資産合計 

当期首残高 2,950 23,682 

当期変動額   

 新株の発行  176,184 

 当期純損失（△）  △552,118 

 自己新株予約権の消却  － 

 新株予約権の発行 25,635 25,635 

 新株予約権の行使 △6,984 △6,984 

当期変動額の合計 18,651 △357,283 

当期末残高 21,601 △333,601 
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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 24 年４月１日 
  至 平成25年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成 25 年４月１日 

  至 平成26年３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(△) △122,079 △543,627 

 減価償却費 68,295 73,761 

 減損損失 － 63,289 

 貸倒引当金の増減額(△は減少） △4,846 1,992 

 災害損失引当金の増減額(△は減少） △23,210 － 

 受取利息及び受取配当金 △6 △4 

 支払利息 55,879 59,968 

 株式交付費 7,546 513 

 有形固定資産売却損益(△は益) △1,077 － 

 固定資産除却損 28 11,770 

 固定資産処分損益（△は益） － 13,000 

 売上債権の増減額（△は増加） 66,890 63,126 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 9,945 31,961 

 前渡金の増減額（△は増加） 21,175 42,162 

 仮払金の増減額（△は増加） 1,015 △57,589 

 仕入債務の増減額（△は減少） 9,095 17,632 

 未払金の増減額（△は減少） △61,932 36,613 

 その他 △40,656 △35,781 

 小計 △14,952 △221,210 

 利息及び配当金の受取額 5 4 

 利息の支払額 △52,350 △52,575 

 法人税等の支払額 △4,461 △3,294 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △71,759 △277,075 

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 － △78,664 

 有形固定資産の売却による収入 1,528 － 

 投資有価証券の取得による支出 － △14,800 

 投資有価証券の売却による収入 － 14,800 

 敷金及び保証金の差入による支出 △10,000 △6,271 

 敷金及び保証金の回収による収入 － 10,808 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △8,472 △74,127 

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 10,000 170,000 

 短期借入金の返済による支出 △30,000 △110,977 

 長期借入金による収入 20,000 － 

 長期借入金の返済による支出 － △294 

 株式の発行による収入 93,253 168,686 

 ファイナンス・リース債務返済による支出 △1,095 △372 

 新株予約権の発行による収入 3,245 25,635 

 その他 △1,955 － 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 93,447 252,676 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 6 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 13,214 △98,519 

現金及び現金同等物の期首残高 108,623 121,838 

現金及び現金同等物の四半期残高 121,838 23,318 
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(セグメント情報等) 
ａ．セグメント情報 

 
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 
当事業年度（自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 

(単位：千円) 

 報告セグメント 

その他 

(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 1,662,644 262,973 1,925,618 7,986 1,933,605 － 1,933,605 

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計 1,662,644 262,973 1,925,618 7,986 1,933,605 － 1,933,605 

セグメント利益又は損

失（△） 
△88,963 △201,681 △290,644 △1,641 △292,286 △61,110 △353,397 

セグメント資産 1,430,012 150,718 1,580,731 4,577 1,585,308 148,779 1,734,088 

セグメント負債 1,759,035 241,324 2,000,359 7,329 2,007,689 60,000 2,067,689 

その他の項目        

 減価償却費 58,279 3,075 61,354 93 61,447 12,313 73,761 

 減損損失 － 61,424 61,424 1,865 63,289 － 63,289 

 有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
1,456 6,717 8,173 204 8,377 70,287 78,664 

（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△61,110千円は、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148,779千円は、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。 

   ５．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 70,287 千円は、主に新規事業に係る設備投資額であります。 
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（１株当たり情報） 

 

前事業年度 

（自 平成 24 年４月１日 

  至 平成 25 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 25 年４月１日 

   至 平成 26 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 0.71円  △8.61円  

１株当たり当期純損失金額 △6.19円  △17.80円  

（注）１．潜在株式調整後 1株当たり当期純利益額については、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。 

 前事業年度 

（平成 25 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 26 年３月 31 日） 

純資産の部の合計額（千円） 23,682  △333,601  

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
2,950  21,601  

（うち新株予約権） （2,950） （21,601） 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 20,732  △355,202  

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） 
29,254,255  41,254,255  

（注） 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。 

 前事業年度 

（自 平成 24 年４月１日 

至 平成 25 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 25 年４月１日 

至 平成 26 年３月 31 日） 

当期純損失（△）（千円） △131,265   △552,118  

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(△)（千円） △131,265  △552,118  

普通株式の期中平均株式数（株） 29,254,255  31,018,639  

希簿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 10,000 千株） 

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4,000千株）及び平成26年２月27

日開催の取締役会による第４回新

株予約権（23,500千株） 

 

以 上 


