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平成18 年 ８ 月期   中間決算短信（連結） 平成18年4月21日 

会 社 名 ダイキサウンド株式会社         上場取引所    JASDAQ 
コ ー ド 番 号 ３３５０                本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ http://www.daiki-sound.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 木村 裕治 
問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役財務部長 
        氏    名 嵯峨 芳春        ＴＥＬ（０３）５７９１－１７６６     
決算取締役会開催日  平成18年4月21日 
米国会計基準採用の有無   有 ・ ○無 
 
１．18年2月中間期の連結業績（平成17年9月1日～平成18年2月28日） 

(1) 連結経営成績                （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年2月中間期 
17年2月中間期 

百万円    ％
3,075（ 40.6）
2,187（ 1.4）

百万円    ％
△62（  ― ）
178（ 40.2）

百万円    ％
△105（  ― ）
148（ 16.8）

17年8月期 5,553     494     457     
 

 中間(当期)純利益 
1株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後1株当 
たり中間(当期)純利益 

 
18年2月中間期 
17年2月中間期 

百万円    ％
△154（  ― ）

90（ 35.3）

円   銭
△5,211.43   

    7,530.93   

円   銭
―   ― 
―   ― 

17年8月期     253     14,035.69   ―   ― 

(注)①持分法投資損益    18年2月中間期 △3百万円 17年2月中間期 ―百万円  17年8月期 ―百万円 
②期中平均株式数(連結) 18年2月中間期 29,607株 17年2月中間期  11,979株  17年8月期 18,076株 
③会計処理の方法の変更   有 ・ ○無 
④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本
 
18年2月中間期 
17年2月中間期 

百万円 
5,487 
2,961 

百万円
2,707
1,392

％ 
49.3 
47.0 

円   銭
82,304.53   
99,987.63   

17年8月期 3,804 1,556 40.9 55,862.72   

(注)期末発行済株式数(連結) 18年2月中間期 32,902株 17年2月中間期 13,929株  17年8月期 27,858株 
 
(3) 連結キャッシュ･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

 
18年2月中間期 
17年2月中間期 

百万円 
△514 
△299 

百万円
△644

36

百万円 
1,723 
242 

百万円
1,323
272

17年8月期 241 △253 478 759
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 4社   持分法適用非連結子会社数 ―社   持分法適用関連会社数 2社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  2社   (除外)  1社    持分法 (新規)  1社   (除外) ―社 
 
２．18年8月期の連結業績予想（平成17年9月1日～平成18年8月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円
6,301

百万円
250

百万円
90

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）2,878円34銭 
※上記予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際
の業績は、今後様々なリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 



 

2 

１．企業集団の状況 
 

当社グループは、ダイキサウンド株式会社（当社）と子会社である株式会社ディスカス、株式会社e-music、
株式会社ミュージックアンドメディア、株式会社トレジャーミュージック及び、関連会社エフアンドエス株
式会社、ミュージックオンライン株式会社で構成され、インディーズ音楽分野におけるCDのディストリビュ
ーションを主たる事業とし、あわせて、インディーズ楽曲の音楽配信・店頭楽曲配信端末の販売・実売デー
タの提供・販売及びCDの企画・制作及び販売を行っております。 
関係会社の状況及び、事業の系統図を示すと、次のとおりであります。 
 

 
 

（注）1. 関連会社で持分法適用会社（2社） 

     無印は連結子会社（4社） 
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関係会社の状況 

名称 住所 資本金
（千円） 

主要な事業
の内容 

議決権の所有
割合（％） 関係内容 

(連結子会社)      

㈱ディスカス 東京都 
品川区 

85,000 音楽CDの 
制作販売 

100.0

当社は、音楽CD及びレコードを仕入れてお
ります。 
役員の兼任1名 
監査役の兼任1名 

㈱e-music 東京都 
品川区 

15,000 音楽CDの 
販売 

100.0
当社は、音楽CD及びレコードを仕入れてお
ります。 
資金援助があります。 

㈱ミュージック 
アンドメディア 

東京都 
千代田区 

10,000 音楽の市場
調査 

70.0 役員の兼任2名 
 

㈱トレジャー 
ミュージック 

東京都 
品川区 

15,000 音楽CDの 
制作販売 

100.0 役員の兼任2名 
監査役の兼任1名 

(持分法適用関連会社)     

エフアンドエス㈱ 神奈川県 
横浜市 11,500 ソフトウェ

アの開発 23.1 当社はソフトウェアの開発業務を委託し
ております。 

㈱ミュージック 
オンライン 

東京都 
品川区 

55,000 
音楽配信シ
ステムの開
発・運用支援

45.5
役員の兼任1名 
 

なお、当社の連結子会社であった株式会社ゼロットは平成18年2月20日に、株式会社ディスカスを存続会社とす
る吸収合併により解散いたしました。 

 

その他関係会社 

該当事項はありません。
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２．経営方針 
 

（１）会社の経営の基本方針 
当社は、「利益重視の経営」を掲げ、企業価値の最大化を目指します。即ち、日本唯一のインディーズ音

楽総合データベースをキーワードとして「音楽ソフトの新たなる消費者への提案」を具現化し、消費者が広
く音楽文化を享受することに貢献します。このことが、株主の皆様の信頼に応え、また、社会の発展に寄与
し従業員にとって働き甲斐のある企業であることを認識し実現を目指します。 

 

（２）会社の利益分配に関する基本方針 
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と認識しております。今後の利益配分につきましては、

既存のディストリビューション事業の拡大や新規事業への積極的な投資と財務体質の強化のため、内部留保
を確保しつつ配当性向を勘案し業績に応じた配当を継続することを基本方針としております。内部留保金に
つきましては、インディーズ音楽コンテンツのデータベース拡大やネット配信ビジネス等への投資に活用し
てまいります。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
当社は、株式市場において適正な株価が形成されるためには、株式の十分な流動性と多くの投資家の市場

への参加が必要であると考えており、株式流通の活性化の施策に配慮してまいります。 
 

（４）目標とする経営指標 
若い成長の過程にある当社は、主な経営指標として、投資効率をシンプルに表現できる「総資産経常利益

率」を挙げております。 
「総資産経常利益率」は当社の設備投資等の投下資本に対する投資効率を図る重要な指標と認識し、継続

的に増加させていくことが企業価値を高めるものと考えております。 
また、株主資本利益率についても重要と認識しております。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 
経営の基本方針を実現するため、パッケージディストリビューション事業、デジタルディストリビューシ

ョン事業、レーベル事業をコア事業と位置づけ、音楽ソフトの新たなる消費者への提案を通じて、消費者へ
受け入れられるインディーズ音楽を提供していきます。 
当社は、この「消費者へ受け入れられるインディーズ音楽の提供」を通じて、継続した“高い投資効率”

を上げるために、コア事業に重点的に経営資源の投下をおこないます。 
また、現在音楽業界のコンテンツビジネスとして期待されているインディーズ・ネット配信ビジネスの新

規分野についても積極的に取り組んでおります。さらに、業務提携などにより、新規事業の拡大及び、当社
が目指す既存コア事業の再構築をおこなっていきます。 
なお、コスト面においても業務の効率化や合理化を図りながら、継続的に投資効率を向上させ企業価値の

最大化を見据えた経営を行なっていきます。 
 

（６）会社の対処すべき課題 
国内音楽ソフト市場は引き続き厳しい経営環境がつづき、この様な事業環境のなかで、各レコードメーカ

ーは事業の再編成及びネット配信ビジネスへと大きく事業の転換を図っていくものと思われます。 
このような状況のなかで、対処すべき課題として、当社が目指す事業構成を次のように分類し、他社との

差別化を図り高付加価値事業の創出を図っていきます。 
具体的には、 

①自社独自のメディア・インフラとしてSHOP-TVシステム（キヨスク端末によるオン・ライン音楽プロモーシ
ョン・メディア）を中核としたメディア事業の展開を行なうことにより、事業成長路線を維持できる体制
をつくる。 

②音楽CD等パッケージ商品のインターネットでの販売や異業種への販路の拡大 
③インディーズ音楽コンテンツのデータベースを利用した音楽配信等ノンパッケージのさらなる拡大 
④データベースの作成を専業の会社に委託することによる、作成コストの削減 
⑤レーベル事業として楽曲の創作をおこなうことで、制作から販売まで一貫体制の確立 
⑥国内インディーズ楽曲の海外展開と、海外インディーズ楽曲の国内展開による取扱タイトルの拡大 
⑦音楽著作権等の権利管理サービスの拡大 
以上により、当社グループの総力を結集して「消費者へ受け入れられるインディーズ音楽の提供」に取り

組んで参ります。 
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（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況、ならびに内部管理体制の整備運用状況 
 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 
当社は、「音楽をキーワードにした新しいマーケットの創造をとおして社会に貢献する」という経営

理念を実現するため、法令遵守体制の確立と経営の効率化をおこなうことを経営上最も重要な課題の一
つと考えております。このため、継続した企業価値の最大化及び規則・制度の強化・改善を図りながら、
必要な施策を実施・評価してまいります。 

また、経営の透明性を高めるために、迅速及び正確な情報開示に努めてまいります。 
 
②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 
〈取締役、取締役会〉 

当社は監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会により、業務執行の監督及び監視をおこなっ
ております。現行経営体制は、代表取締役2名と取締役4名であります。当中間期における取締役会は
月1回の開催に加え臨時取締役会を適時開催しております。 
また、どのような経営環境にも迅速に対応できるように、取締役会の運営を図ると同時に、経営に対

する責任を明確にするため、社外取締役制度に代わり、平成14年11月より取締役の任期を1年とし、
毎年株主の皆様に信任のご判断をお願いしております。 
また業務執行をより明確にするため、代表取締役社長及び代表取締役副社長の2代表制としておりま

す。 
 

〈監査役、監査役会〉 
当社の監査役は3名で、常勤1名（社外監査役）、非常勤2名（社外監査役）の構成からなる監査役

を置き、当中間期においては監査役会は7回開催され監査役は全ての取締役会及び重要な会議には随時
出席し、各取締役の職務執行について厳正な監査を実施しています。 
また、内部監査部門と会計監査人は、必要に応じ意見交換を行なうなど法的統制の実効性の向上を目

指しております。 
 

〈会計監査〉 
当社は、商法に基づく会計監査人及び証券取引法に基づく会計監査人を中央青山監査法人に依頼して

おります。中央青山監査法人及び当社監査に従事する業務執行役員と当社の間には、特別の利害関係は
なく、当社は同監査法人との間で、商法監査と証券取引法監査について、監査契約書を締結し、それに
基づき報酬を支払っております。 
当中間期において業務執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は下記のとおりです。 
・業務を執行した公認会計士の氏名 
  指定社員 業務執行社員 安 義利、永澤 宏一 
・会計監査業務に係る補助者の構成 
  公認会計士 3名、会計士補 7名 

 
〈内部統制及びリスク管理体制の整備・運用状況〉 

当社では、コンプライアンスの徹底を図ることが最重要課題との認識をもち、実践するために、内部
統制として、社長直轄の内部監査室（１名）を設置しております。 
内部監査室は日常の業務執行について、規程、規則に沿った手続きの妥当性を評価し、業務等の改善

に向け、具体的な助言・指導等をおこなっております。 
さらに、事業活動全般にわたり生じるさまざまなリスクは、法律事務所と契約を結び、当社法務担当

役員について、随時法律顧問として法律問題全般にわたりアドバイスを適時受けられる体制を設けてお
ります。 
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当社のコーポレート・ガバナンス、内部統制及びコンプライアンス対応の組織体制は下表のとおりで
す。 

会計監査
監査

監査

会計
監査

監査

選任・解任選任・解任選任・解任

株主総会

取締役会
取締役6名

代表取締役副社長

代表取締役社長

会計監査人
監査役会
監査役3名

内部監査室

社
外
弁
護
士

子会社・関連会社

幹部会
各部門長

機能部門
　財務・法務
　管理・経理
事業部門

リスク
情報

監査

 

〈内部管理体制の整備・運用状況〉 
内部統制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の
状況 

当社は、内部統制及びコンプライアンス遵守のための組織体制の強化を図っております。 
その内容、管理組織図は「（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施

策の実施状況」に記載のとおりであります。また、内部統制が組織として機能していることの検証
を、代表取締役社長直轄の「内部監査室」が各部署等の業務を内部監査しております。なお、内部
統制に係る業務指針となる社内規程については、関係法令の改正にあわせ随時加筆修正をおこなっ
ております。 

 
内部管理体制の充実に向けた当中間期における取り組み状況 
・内部監査室が年度スケジュールにしたがって各部署の内部監査を実施し、法令順守及び内部規程
等の指導を継続的に行っております。 

・事業活動に伴う様々なリスクについて、毎月実施される取締役及び幹部社員で構成される幹部会
に報告され、リスク情報等の共有により内部管理体制の強化を図っております。 

 
適時情報開示 

当社は、適時開示制度の趣旨を理解し、経営の透明性を確保するため、迅速な情報開示に努めて
まいります。 
また、決算発表及び四半期開示事項等の法定開示事項はもとより、ニュースリリースなど発生事

実についても迅速にホームページで掲載できる体制の確立を図っております。 
株主様向けに年2回の事業報告書を発行してまいります。また、半期ごとに会社説明会を開催し

IR活動を積極的に行なってまいります。 
 
③会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 
該当事項はありません。 

 

（８）親会社等に関する事項 

当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
 
（１）経営成績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、原油価格の高騰等を背景とした企業収益や輸出への影響等の
懸念材料はあるものの、総じて底堅く推移しております。国内音楽ソフト市場は、CD生産実績が前年比3％減
（平成17年1月から平成17年12月まで「財団法人 日本レコード協会資料より」）と引き続き前年割れ状態が
続いており、大手レコードメーカーでは、パソコンや携帯電話を媒体としたネット配信ビジネスを見据えた
動きが大きく拡大しております。 
このような事業環境のなかで、当社は、パソコンや携帯電話を媒体とした全曲音楽配信やIWS（店頭試聴機）

をカスタマイズしたDECOSTORE(楽曲配信端末)の販売により、インディーズ・ネット配信ビジネスを積極的に
展開してまいりました。また、音楽CD販売では、「Def Tech」や「AquaTimez」等のヒット作がありました。 
この結果、当中間連結会計期間の売上高は、前年同期より887百万円増加し3,075百万円（前年同期比140.6%）

となりました。しかし、利益面では店頭楽曲配信端末「DECOSTORE」の営業展開がシステムトラブル等により
大幅に遅れが生じたことと、営業力強化のために人材の登用と宣伝販売促進費が増加したため、経常損失105
百万円（前年同期は経常利益148百万円）となりました。また、ゲームソフトの販売事業について事業の成長
が見込めない等により、売却可能商品以外を評価減し特別損失として計上したため、中間純損失は154百万円
（前年同期は中間純利益90百万円）となりました。 
 
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 
(パッケージディストリビューション事業) 
当事業部門におきましては、「Def Tech」や「AquaTimez」等のヒット作に恵まれたことにより、売上高

2,593百万円（前年同期比171.0%）となりました。しかし、利益面ではこれらのヒット作について仕入条件
の悪化、及びシングル盤につき1枚当たりの単価が低価格であったことで物流コストを吸収できなかった等
の要因があったものの、営業利益145百万円（前年同期比132.3%）となりました。 
(デジタルディストリビューション事業) 
当事業部門におきましては、店頭試聴機「IWS」をベースとしたビジョンシステム＋大型ディスプレイ等

の機能を付加したシステムの営業展開が、システムトラブル等により大幅に遅れが生じたことにより、売
上高254百万円（前年同期比71.9%）となりました。また、利益面についても売上高の減少により、営業利益
16百万円（前年同期比9.4%）となりました。 
(レーベル事業) 

当事業部門におきましては、CD出荷が伸び悩んだことにより、売上高228百万円（前年同期比71.8%）と
なりました。また、利益面については、売上高の減少を補うために積極的な販売活動を行ない、販売促進
費等の費用が増加したため、営業損失24百万円（前年同期は営業利益38百万円）となりました。 

 
（２）財政状態 

①資産、負債及び資本の状況 
資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,683百万円増加して5,487百万円となりました。これは主に、転換

社債型新株予約権付社債の発行による現金及び預金914百万円の増加、中間期末にCDのヒット作品に恵まれた
ことによる売掛金431百万円の増加、資本提携のために投資有価証券112百万円を取得したことによるもので
あります。 
負債合計は、前連結会計年度末に比べ537百万円増加して2,779百万円となりました。これは主に、中間期

末にCDのヒット作品に恵まれたことによる買掛金177百万円の増加と、借入金が445百万円純増したことによ
るものであります。 
資本合計は、前連結会計年度末に比べ1,151百万円増加して2,707百万円となりました。これは主に、転換

社債型新株予約権付社債が全額株式に転換され、資本金及び資本準備金がそれぞれ749百万円・750百万円増
加したことによるものであります。 
 
②連結キャッシュ・フローの状況 
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による514百万円

の減少、投資活動による644百万円の減少、財務活動による1,723百万円の増加により、前連結会計年度末に
比べ564百万円増加し当中間連結会計期間末は1,323百万円となりました。 
 
当中間連結会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) 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失を計上したことにより211百万円減少し、

また、中間期末にCDのヒット作品に恵まれたことにより売上債権が419百万円増加したため、 514百万円の
減少（前年同期は299百万円の減少）となりました。 
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(投資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・フローは主に、定期預金への預入により350百万円の減少、投資有価証券の

取得により115百万円支出したことにより644百万円の減少（前年同期は36百万円の増加）となりました。 
(財務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・フローは、転換社債型新株予約権付社債の発行により1,500百万円増加し、

1,723百万円の増加となりました。 
 

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成17年2月期 平成17年8月期 平成18年2月期 

自己資本比率（％） 47.0 40.9 49.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 191.9 210.9 200.9 

債務償還年数（年） ― 3.2 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― 21.2 ― 
（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産 

２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
３．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 
※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表上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おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書
の利息の支払額を使用しております。 

 
（３）通期の見通し 

今後のわが国経済は、原油高によるインフレ傾向が懸念されるものの、企業収益及び個人消費が着実に推
移し、景気の回復基調が続くものと思われます。 
大手レコード会社の音楽CD生産実績の減少傾向が収まってきたとは言え、CDパッケージ市場規模の動向は

不透明感があります。 
また、音楽配信ビジネス等情報インフラを利用した新規ビジネスの台頭があげられます。 
このような中で、 
①パッケージディストリビューション事業は、音楽CD販売が順調に推移するものの単価の低価格化によ
る利益率の低下傾向は依然続くことを想定し、売上高5,361百万円、営業利益263百万円を見込んで
おります。 

②デジタルディストリビューション事業は、ビジョンシステム＋大型ディスプレイ等の導入はあるもの
の売上貢献は次期以降となることを想定しております。なお、「着うたフル音楽配信サービス」の拡
大、及びマスターデータ販売等に注力し、売上高521百万円、営業利益33百万円を見込んでおります。 

③レーベル事業は、音楽CDの音源制作及び製造が順調に推移することで、売上高466百万円、営業利益
11百万円を見込んでおります。 

以上により、連結売上高6,301百万円、連結経常利益250百万円、連結当期純利益90百万円を見込んでおり
ます。 
 

  （参考） 
【連結通期業績予想】                         （単位：百万円、％） 

平成18年8月期（予想） 平成17年8月期（実績） 決算期 
 

項目  構成比 前年比  構成比 前年比

売上高 6,301 100.0 113.5 5,553 100.0 127.4

営業利益 309 4.9 62.6 494 8.9 176.8

経常利益 250 4.0 54.7 457 8.2 165.2

当期純利益 90 1.4 35.5 253 0.5 205.8
 

【単体通期業績予想】                         （単位：百万円、％） 
平成18年8月期（予想） 平成17年8月期（実績） 決算期 

 
項目  構成比 前年比  構成比 前年比

売上高 6,400 100.0 113.9 5,617 100.0 127.5

営業利益 289 4.5 64.1 451 8.0 148.4

経常利益 230 3.6 55.3 415 7.4 137.2

当期純利益 85 1.3 34.5 246 4.4 162.7
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（３）事業等のリスク 
当社グループが事業を継続的に遂行している限り、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける

可能性があります。 
以下において、当社グループのリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。

なお、当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の軽減に
努める所存であります。しかし予想を超えるリスクが発生した場合は、経営成績及び財政状態に重大な影響
を及ぼす可能性があります。 
 
当社グループ事業に関連する法的規制等について 
 
①当音楽業界につきましては、音楽の原盤に係る著作権及び著作隣接権等の知的財産権について当社グ
ループが保有し、また当該権利の使用許諾を受けた上で商品化しております。 
これらについて、第三者から意図せずに権利侵害を受け、また第三者の権利を意図せずに侵害して

しまう可能性も否定できません。 
このような権利侵害等に対して事前に情報収集につとめ、当社法務部が中止となり、リスク回避に

つとめております。しかしながら、万一損害賠償責任問題等の事態が生じた場合、経営成績及び財政
状態に影響を及ぼす可能性があります。 
 

②再販売価格維持制度について、音楽CD、書籍等の小売価格については「私的独占の禁止及び公正取引
の確保に関する法律」に規定する著作物として、再販売価格の決定、維持について同法の適用除外と
なっております。したがって、レコード会社は発売する商品の小売価格を決定し、レコード販売店に
小売価格を遵守させます。このことにより小売価格は維持されております。しかしながら、著作物再
販制度が将来にわたって維持されるかどうかは不明であり、同制度が廃止された場合には、自由価格
競争による売上の低下を招く恐れがあり、このような状況となった場合には、当社グループの経営成
績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 
当社グループ事業に関連する重要な契約について 
 
 ③当社は日本全国特約店への配送業務を、日本レコードセンター株式会社へ委託しております。 

同社との物流業務委託契約が解除された場合、各特約店への商品供給などに支障をきたし、当社グ
ループの経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
 

 



4. 中間連結財務諸表等
中間連結財務諸表

①  中間連結貸借対照表
（単位：千円、％）

注記
番号

構成比 構成比 構成比

Ⅰ

1 1,022,657 2,324,188 1,409,834

2 1,201,257 1,690,210 1,258,394

3 444,361 441,394 514,741

4 29,988 183,462 74,199

△2,745 △7,384 △4,501

2,695,520 91.0 4,631,871 84.4 3,252,667 85.5

Ⅱ

1 ※1 59,276 2.0 126,620 2.3 54,052 1.4

2

(1) 連結調整勘定 - 7,748 -

(2) その他 95,530 153,600 87,102

無形固定資産の合計 95,530 3.2 161,349 2.9 87,102 2.3

3

(1) 長期前払費用 - 356,928 361,658

(2) その他 114,923 217,054 55,341

貸倒引当金 △3,325 △6,093 △6,317

投資その他の資産合計 111,597 3.8 567,889 10.4 410,682 10.8

266,404 9.0 855,859 15.6 551,837 14.5

2,961,924 100.0 5,487,730 100.0 3,804,504 100.0

（資産の部）

流動資産合計

有形固定資産

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

たな卸資産

その他

前中間連結会計期間末
平成17年2月28日

金額区分

投資その他の資産

固定資産合計

資産合計

貸倒引当金

無形固定資産

固定資産

当中間連結会計期間末
平成18年2月28日

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
平成17年8月31日

金額金額
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（単位：千円、％）

注記
番号

構成比 構成比 構成比

Ⅰ

1 740,746 1,275,866 1,098,831

2 322,000 910,938 597,800

3 111,925 171,597 178,535

4 6,058 - -

5 23,234 9,136 15,932

6 147,730 100,135 177,047

1,351,695 45.6 2,467,675 45.0 2,068,147 54.3

Ⅱ

1 208,300 300,808 168,000

2 4,999 7,703 5,672

3 - 3,559 -

213,299 7.2 312,071 5.7 173,672 4.6

1,564,994 52.8 2,779,746 50.7 2,241,819 58.9

4,202 0.2 - - 6,461 0.2

Ⅰ 719,514 24.3 1,469,512 26.8 719,514 18.9

Ⅱ 322,275 10.9 1,072,277 19.5 322,275 8.5

Ⅲ 350,937 11.8 304,422 5.5 514,433 13.5

Ⅳ - - △138,229 △2.5 - -

1,392,727 47.0 2,707,983 49.3 1,556,223 40.9

2,961,924 100.0 5,487,730 100.0 3,804,504 100.0

（負債の部）

流動負債

支払手形及び買掛金

短期借入金

当中間連結会計期間末
平成18年2月28日

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
平成17年8月31日

金額 金額

前中間連結会計期間末
平成17年2月28日

区分 金額

未払費用

賞与引当金

返品調整引当金

その他

長期借入金

退職給付引当金

固定負債合計

流動負債合計

自己株式

資本金

固定負債

負債合計

（少数株主持分）

少数株主持分

（資本の部）

資本剰余金

利益剰余金

資本合計

連結調整勘定

負債、少数株主持分及び資本合計
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②  中間連結損益計算書
（単位：千円、％）

注記
番号

百分比 百分比 百分比

Ⅰ 2,187,986 100.0 3,075,858 100.0 5,553,377 100.0

Ⅱ 1,533,760 70.1 2,381,045 77.4 3,947,111 71.1

654,226 29.9 694,813 22.6 1,606,265 28.9

Ⅲ ※1 475,356 21.7 757,098 24.6 1,111,567 20.0

178,869 8.2 △62,285 △2.0 494,698 8.9

Ⅳ

1 48 34 311

2 3,000 3,000 6,000

3 917 3,966 0.2 11 3,045 0.1 539 6,851 0.1

Ⅴ

1 5,522 7,624 11,419

2 11,779 8,579 15,840

3 16,929 - 16,929

4 - 18,908 -

5 - 5,802 -

6 - 3,000 -

7 300 34,531 1.6 2,268 46,183 1.5 304 44,494 0.8

148,304 6.8 △105,422 △3.4 457,054 8.2

Ⅵ

1 - - - 106,024 106,024 3.5 - - -

148,304 6.8 △211,446 △6.9 457,054 8.2

44,090 8,190 193,195

12,978 57,068 2.6 △65,440 △57,250 △1.9 6,869 200,064 3.6

1,022 0.1 98 0.0 3,281 0.0

90,213 4.1 △154,294 △5.0 253,709 4.6

社債発行費

持分法による投資損失

シンジケートローン手数料

法人税等調整額

特別損失

たな卸資産評価損

法人税、住民税及び事業税

上場関連費用

業務受託料

前中間連結会計期間
自　平成16年9月 1日
至　平成17年2月28日

区分 金額

営業外費用

支払利息

営業外収益

受取利息

その他

新株発行費

少数株主利益

売上高

売上原価

売上総利益

その他

経常利益又は経常損失（△）

営業利益又は営業損失（△）

金額

中間（当期）純利益
又は中間純損失（△）

税金等調整前中間(当期)
純利益又は中間純損失（△）

当中間連結会計期間
自　平成17年9月 1日
至　平成18年2月28日

前連結会計年度
要約連結損益計算書
自　平成16年9月 1日
至　平成17年8月31日

金額

販売費及び一般管理費
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③  中間連結剰余金計算書
（単位：千円）

注記
番号

Ⅰ 142,500 322,275 142,500

Ⅱ

1 増資による新株式の発行 179,775 - 179,775

2 社債の転換による新株式の発行 - 179,775 750,002 750,002 - 179,775

Ⅲ - - -

Ⅳ 322,275 1,072,277 322,275

Ⅰ 283,511 514,433 283,511

Ⅱ

1 中間（当期）純利益 90,213 90,213 - - 253,709 253,709

Ⅲ

1 配当金 22,786 55,716 22,786

2 中間純損失 - 22,786 154,294 210,010 - 22,786

Ⅳ 350,937 304,422 514,433

前中間連結会計期間
自　平成16年9月 1日
至　平成17年2月28日

当中間連結会計期間
自　平成17年9月 1日
至　平成18年2月28日

前連結会計年度
自　平成16年9月 1日
至　平成17年8月31日

区分 金額 金額 金額

（資本剰余金の部）

（利益剰余金の部）

資本剰余金期首残高

資本剰余金増加高

資本剰余金減少高

資本剰余金中間期末（期末）残高

利益剰余金期首残高

利益剰余金増加高

利益剰余金減少高

利益剰余金中間期末（期末）残高
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④
（単位：千円）

前中間連結会計期間
自　平成16年9月 1日
至　平成17年2月28日

当中間連結会計期間
自　平成17年9月 1日
至　平成18年2月28日

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
自　平成16年9月 1日
至　平成17年8月31日

注記
番号

金額 金額 金額

Ⅰ

1 税金等調整前中間（当期）純利益又は中間純損失（△） 148,304 △211,446 457,054

2 減価償却費 29,462 103,798 89,865

3 貸倒引当金の増加額又は減少額(△) △658 2,658 1,098

4 賞与引当金の増加額又は減少額(△) 175 - △5,883

5 返品調整引当金の増加額又は減少額(△) 7,847 △6,795 544

6 退職給付引当金の増加額又は減少額(△) 19 2,031 692

7 受取利息 △48 △34 △311

8 支払利息 5,522 7,624 11,419

9 持分法による投資損失 - 3,000 -

10 たな卸資産評価損 - 106,024 -

11 売上債権の増加額(△)又は減少額 △274,010 △419,691 △331,147

12 たな卸資産の増加額（△） △167,033 △32,676 △237,413

13 仕入債務の増加額又は減少額(△) 27,539 189,635 383,325

14 その他 24,750 △96,855 21,149

△198,129 △352,729 390,394

15 利息の受取額 48 34 311

16 利息の支払額 △5,519 △7,919 △11,660

17 法人税等の支払額 △96,215 △154,124 △137,219

営業活動によるキャッシュ・フロー △299,815 △514,738 241,825

Ⅱ

1 定期預金の預入による支出 - △350,002 -

2 定期預金の払出による収入 50,278 - 150,250

3 有形固定資産の取得による支出 △10,239 △31,456 △11,842

4 有形固定資産の売却による収入 2,196 - 2,196

5 無形固定資産の取得による支出 △10,000 △87,954 △18,232

6 投資有価証券の取得による支出 - △115,000 △3,000

7 有価証券の売却による収入 - - 49

8 長期前払費用の支払額 - △60,000 △371,714

9 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 ※2 - 11,059 -

10 その他の投資の回収による収入 4,816 - 4,816

11 その他の投資による支出 △610 △11,304 △6,076

投資活動によるキャッシュ・フロー 36,441 △644,658 △253,550

Ⅲ

1 短期借入金の純増額 11,400 193,982 287,200

2 長期借入による収入 - 310,708 -

3 長期借入の返済による支出 △40,300 △85,408 △80,600

4 株式の発行による収入 294,525 - 294,525

5 転換社債の発行による収入 - 1,500,000 -

6 自己株式の取得による支出 - △138,229 -

7 少数株主からの株式取得による支出 - △3,000 -

8 配当金の支払額 △22,786 △54,304 △22,786

財務活動によるキャッシュ・フロー 242,838 1,723,748 478,338

Ⅳ - - -

Ⅴ △20,535 564,351 466,613

Ⅵ 292,998 759,611 292,998

Ⅶ ※1 272,463 1,323,962 759,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

 連結キャッシュ・フロー計算書

区分

小計

投資活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高
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 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項  

項目 
前中間連結会計期間 

自 平成17年9月 1日 
至 平成17年2月28日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年9月 1日 
至 平成18年2月28日 

前連結会計年度 
自 平成17年9月 1日 
至 平成17年8月31日 

１ 連結の範囲に関する事
項 

 全ての子会社を連結してお
ります。 
 連結子会社数   2社 
 連結子会社の名称 

㈱ディスカス 
㈱ゼロット 

全ての子会社を連結してお
ります。 
連結子会社数   4社 
連結子会社の名称 
㈱ディスカス 
㈱e-music 
㈱ミュージックアンドメディア

㈱トレジャーミュージック
なお、当中間連結会計期間

に、㈱ミュージックアンドメ
ディアと㈱トレジャーミュー
ジックの株式を取得し、連結
の範囲に含めております。ま
た、㈱ゼロットは㈱ディスカ
スと合併し清算したため連結
の範囲から除いております。

全ての子会社を連結してお
ります。 
 連結子会社数   3社 
 連結子会社の名称 

㈱ディスカス 
㈱ゼロット 
㈱e-music 

なお、当連結会計年度簡易
分割により設立した㈱e-music

を、連結の範囲に含めており
ます。  

２ 持分法の適用に関する
事項 

 非連結子会社及び関連会社
がないため、該当ありません。

全ての関連会社に対する投
資について、持分法を適用し
ています。 
持分法適用の関連会社数 2社
持分法適用の関連会社名 
エフアンドエス㈱ 
㈱ミュージックオンライン
なお、㈱ミュージックオン

ラインついては、当連結会計
期間に同社株式を取得し、関
連会社となったため、持分法
の範囲に含めております。 

全ての関連会社に対する投
資について、持分法を適用し
ています。 
持分法適用の関連会社数 1社
持分法適用の関連会社名 
エフアンドエス㈱ 
なお、エフアンドエス㈱に

ついては、当連結会計年度末
に同社株式を取得し、関連会
社となったため、持分法の範
囲に含めております。 

３ 連結子会社の中間決算
日（決算日）等に関する事
項 

 連結子会社の中間期の末日
は、中間連結決算日と一致し
ております。 

同左 連結子会社の事業年度の末日
は、連結決算日と一致してお
ります。 

４ 会計処理基準に関する
事項 

(1) 重要な資産の評価基準及
び評価方法 
① 有価証券 
その他有価証券 
時価のないもの 
 移動平均法による原価法 

(1) 重要な資産の評価基準及
び評価方法 
① 有価証券 
その他有価証券 
時価のないもの 

同左 

(1) 重要な資産の評価基準及
び評価方法 

― 

  ② たな卸資産 
商品 
 移動平均法による原価法 

② たな卸資産 
商品 

同左 

① たな卸資産 
商品 

同左 
 製品・仕掛品 

 移動平均法による原価法 
製品・仕掛品 

同左 
製品・仕掛品 

同左 
 貯蔵品 

 最終仕入原価法 
貯蔵品 

同左 
貯蔵品 

同左 
 (2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 
① 有形固定資産 
 定率法によっております。
 なお、耐用年数及び残存価
額については、法人税法に規
定する方法と同一の基準によ
っております。ただし、器具
及び備品に含まれている貸与
資産については定額法によっ
ております。 

(2) 重要な減価償却資産の減
価償却の方法 
① 有形固定資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減
価償却の方法 
① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 
 ソフトウェア(自社利用分)
については、社内における利
用可能期間(５年)に基づく定
額法によっております。 

② 無形固定資産 
同左 

② 無形固定資産 
同左 

 ③ 長期前払費用 
 均等償却によっておりま
す。 

③ 長期前払費用 
同左 

③ 長期前払費用 
同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

自 平成17年9月 1日 
至 平成17年2月28日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年9月 1日 
至 平成18年2月28日 

前連結会計年度 
自 平成17年9月 1日 
至 平成17年8月31日 

 (3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金 
 債権の貸倒による損失に備
えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権について
は個別に収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上してお
ります。 

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 
 従業員に対する賞与の支給
に充てるため、支給見込額に
基づき当中間連結会計期間に
見合う分を計上しておりま
す。 

― ― 

 ③ 退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備える
ため、当連結会計期間末にお
ける退職給付の見込額に基づ
き当中間連結会計期間末に発
生していると認められる額を
計上しております。 

② 退職給付引当金 
同左 

② 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計期間末にお
ける退職給付の見込額に基づ
き当連結会計年度末に発生し
ていると認められる額を計上
しております。 

 ④ 返品調整引当金 
 レコード等の返品による損
失に備えるため、返品予想額
に基づく返品損失見積額を計
上しております。 

③ 返品調整引当金 
同左 

③ 返品調整引当金 
同左 

 (4) 重要なリース取引の処理
方法 
 リース物件の所有権が借主
に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・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) 重要なリース取引の処理
方法 

同左 

(4) 重要なリース取引の処理
方法 

同左 

 ― (5) ヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて
は、特例処理の要件を満た
しておりますので、特例処
理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段） 
金利スワップ 

（ヘッジ対象） 
借入金の利息 

③ヘッジ方法 
借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利スワ
ップ取引を行なっており、
ヘッジ対象の識別は個別契
約毎に行なっております。

④ヘッジ有効性評価の方法 
金利スワップ取引は、特

例処理によっているため有
効性評価を省略しておりま
す。 

― 

 (5) その他中間連結財務諸表
作成のための重要な事項 
① 消費税等の会計処理 
 税抜方式によっております。

(6) その他中間連結財務諸表
作成のための重要な事項 
① 消費税等の会計処理 

同左 

(5) その他連結財務諸表作成
のための重要な事項 
① 消費税等の会計処理 

同左 
５ 中間連結キャッシュ・フ
ロー計算書（連結キャッシ
ュ・フロー計算書）におけ
る資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び
取得日から3ヶ月以内に満期
日の到来する流動性の高い、
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
スクしか負わない短期的な投
資からなっております。 

同左 同左 
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表示方法の変更 
前中間連結会計期間 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年2月28日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年9月 1日 
至 平成18年2月28日 

― (連結貸借対照表) 

 前中間連結会計期間において投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しておりました「長期前払費用」に

ついては（前中間連結会計期間71,944千円）については、

資産総額の100分の5超となったため、当中間連結会計期

間より区分掲記しております。 

 

追加情報 
前中間連結会計期間 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年2月28日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年9月 1日 
至 平成18年2月28日 

前連結会計年度 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年8月31日 

― ―  従来、従業員に対する賞与の支給に充
てるため、支給見込額に基づき連結会計
年度に見合う額を計上しておりました
が、平成17年8月25日付けの給与・退職金
規程の改定により平成17年9月1日より年
俸制へ全面移行したため、賞与引当金を
計上しておりません。 

 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
前中間連結会計期間 
平成17年2月28日 

当中間連結会計期間 
平成18年2月28日 

前連結会計年度 
平成17年8月31日 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

45,498 千円 70,853千円 53,240 千円

２ 当社は、運転資金の効率的な調達
を行うため取引銀行５行と当座貸
越契約を締結しております。 

当中間連結会計期間末における
当座貸越契約に係る借入金未実行
残高は次のとおりであります。 

２ 当社及び連結子会社においては、
運転資金の効率的な調達を行うた
め取引銀行４行と当座貸越契約及
び貸出コミットメント契約を締結
しております。 
当中間連結会計期間末における

当座貸越契約及び貸出コミットメ
ントに係る借入金未実行残高は次
のとおりであります。 

２ 当社は、運転資金の効率的な調達
を行うため取引銀行５行と当座貸越
契約を締結しております。 
当連結会計年度末における当座貸

契約に係る借入金未実行残高は次の
とおりであります。 

 当座貸越極度額の総額 2,150,000 千円  当座貸越極度額の総額 1,150,000千円 当座貸越極度額の総額 2,150,000千円
 貸出実行残高     200,000   貸出実行残高    363,000 貸出実行残高     500,000
 差引額        1,950,000   差引額       787,000 差引額        1,650,000 
         
     貸出コミットメントの総額 1,000,000   
     貸出実行残高 300,000   
     差引額 700,000   

 

(連結損益計算書関係) 
前中間連結会計期間 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年2月28日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年9月 1日 
至 平成18年2月28日 

前連結会計年度 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年8月31日 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内
訳 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳 ※１ 販売費及び一般管理費の主な内
訳 

 物流費 111,477 千円  物流費 165,959 千円 物流費 282,014 千円
 給与手当 114,867   広告宣伝費 59,459 広告宣伝費 92,868
 賞与引当金繰入額 7,002   給与手当 181,151 給与手当 236,107
 販売促進費 27,946   退職給付費用 3,431 退職給付費用 2,962
 減価償却費 15,992   減価償却費 60,162 減価償却費 56,224
      貸倒引当金繰入額 4,448

 



 

18 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
前中間連結会計期間 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年2月28日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年9月 1日 
至 平成18年2月28日 

前連結会計年度 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年8月31日 

※1 現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間連結貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係 

(平成17年2月28日現在) 

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高
と中間連結貸借対照表に掲記されてい
る科目の金額との関係 

 (平成18年2月28日現在)

※1現金及び現金同等物の期末残高と連
結貸借対照表に掲記されている科目
の金額との関係 

(平成17年8月31日現在)
現金及び預金勘定 1,022,657 千円 現金及び預金勘定 2,324,188千円 現金及び預金勘定 1,409,834千円
有価証券 49  計 2,324,188 計 1,409,834

計 1022,707    
預入期間が3ヶ月 
を超える定期預金 

△750,194 
 
 
預入期間が3ヶ月 
を超える定期預金 

△1,000,225
預入期間が3ヶ月 
を超える定期預金 

△650,222

有価証券 △49  現金及び現金同等物 1,323,962 現金及び現金同等物 759,611
現金及び現金同等物 272,463    
     

   

※2 株式の取得により新たに連結子会社
となった会社の資産及び負債の主な内
訳 

当中間連結会計期間に行なった株
式の取得により、新たに㈱ミュージッ
クアンドメディアを連結したことに
伴う連結開始時の資産及び負債の内
訳ならびに同社株式の取得価額は次
のとおりであります。 

 

   (取得に伴う増加額)  

   
取得子会社の現金及び
現金同等物 

18,059千円  

     

   (取得に係る支出額)  

   取得子会社の流動資産 30,608  

   固定資産 2,866  

         流動負債 △23,516  

         固定負債 △10,708  

    連結調整勘定 7,748  

   子会社株式の取得価額 7,000  

     

   
差引：連結の範囲の変更を

伴う子会社株式の
取得による収入  

11,059
 

     

 

セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 
前中間連結会計期間（自 平成16年9月1日 至 平成17年2月28日） 

  
ディストリビュ
ーション事業 

(千円) 

データサービス
事業 
(千円) 

レーベル 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結(千円)

売上高             
(1) 外部顧客に 

対する売上高 1,517,208 353,091 317,685 2,187,986 ― 2,187,986 
(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 39,055 ― ― 39,055 (39,055) ― 

計 
1,556,264 353,091 317,685 2,227,041 (39,055) 2,187,986 

営業費用 
1,446,659 177,764 279,199 1,903,623 105,493 2,009,116 

営業利益 
109,604 175,327 38,486 323,418 (144,548) 178,869 

(注)  １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各区分の主な事業内容 
(1) ディストリビューション事業…CD等の卸売販売 
(2) データサービス事業……………実売データ等の情報提供 
(3) レーベル事業……………………インディーズCDの企画、制作、販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(144,514千円)の主なものは、親会社本社の総務部門
等管理部門に係る費用であります。 

 



 

19 

当中間連結会計期間（自 平成17年9月1日 至 平成18年2月28日） 

  
パッケージディスト
リビューション事業 

(千円) 

デジタルディストリ
ビューション事業

(千円) 

レーベル 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結(千円)

売上高             
(1) 外部顧客に 

対する売上高 2,593,820 254,025 228,012 3,075,858 ― 3,075,858 
(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 22,595 ― ― 22,595 (22,595) ― 

計 
2,616,416 254,025 228,012 3,098,454 (22,595) 3,075,858 

営業費用 
2,471,361 237,607 252,941 2,961,910 176,233 3,138,143 

営業利益 
145,054 16,417 △24,928 136,543 (198,828) △62,285 

(注)  １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。なお、当中間連結会計期間より、ディストリビューシ
ョン事業をパッケージディストリビューション事業へ、データサービス事業をデジタルディストリビューション事業へ名
称を変更しております。 

２ 各区分の主な事業内容 
(1) パッケージディストリビューション事業…CD等の卸売販売 
(2) デジタルディストリビューション事業……音楽配信・店頭楽曲配信端末の販売・実売データ等の情報提供 
(3) レーベル事業…………………………………インディーズCDの企画、制作、販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(206,047千円)の主なものは、親会社本社の総務部門
等管理部門に係る費用であります。 

 
前連結会計年度（自 平成16年9月1日 至 平成17年8月31日） 

  
ディストリビュ
ーション事業 

(千円) 

データサービス
事業 
(千円) 

レーベル 
事業 
(千円) 

計(千円) 
消去 

又は全社 
(千円) 

連結(千円)

売上高             
(1) 外部顧客に 

対する売上高 
3,791,953 762,029 999,394 5,553,377 ― 5,553,377 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

149,857 ― ― 149,857 (149,857) ― 

計 3,941,811 762,029 999,394 5,703,235 (149,857) 5,553,377 

営業費用 3,616,942 371,262 936,836 4,925,042 133,637 5,058,679 

営業利益 324,869 390,766 62,557 778,193 (283,494) 494,698 

(注)  １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各区分の主な事業内容 
(1) ディストリビューション事業…CD等の卸売販売 
(2) データサービス事業……………実売データ等の情報提供、音楽配信、店頭楽曲配信端末の販売 
(3) レーベル事業……………………インディーズCDの企画、制作、販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(295,968千円)の主なものは、親会社本社の総務部門
等管理部門に係る費用であります。 

 
２．所在地別セグメント情報 
  前中間連結会計期間（自 平成16年9月1日 至 平成17年2月28日） 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 
 

当中間連結会計期間（自 平成17年9月1日 至 平成18年2月28日） 
在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 
前連結会計年度（自 平成16年9月1日 至 平成17年8月31日） 
在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 
３．海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成16年9月1日 至 平成17年2月28日） 
海外売上高がないため、記載を省略しております。 
 

当中間連結会計期間（自 平成17年9月1日 至 平成18年2月28日） 
海外売上高がないため、記載を省略しております。 

 
前連結会計年度（自 平成16年9月1日 至 平成17年8月31日） 
海外売上高がないため、記載を省略しております。 
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リース取引関係 
半期報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

有価証券関係 
前中間連結会計期間末(平成17年2月28日現在) 
  １ 時価のない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く） 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 

その他有価証券 

①割引金融債 49

計 49

 
当中間連結会計期間末(平成18年2月28日現在) 
  １ 時価のない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く） 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 

その他有価証券 

 非上場株式 90,000

計 90,000

 
前連結会計年度末(平成17年8月31日現在) 
 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

デリバティブ取引関係 
半期報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 
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（重要な後発事象） 
前中間連結会計期間 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年2月28日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年9月 1日 
至 平成18年2月28日 

前連結会計年度 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年8月31日 

1. 提出会社は、平成17年2月7日開催の
取締役会において株式分割（無償交
付）による新株式の発行を行う旨の決
議をしております。 
当該株式分割の内容は、次のとおり

であります。 
１ 平成17年4月20日付をもって普通
株式1株を2株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 
普通株式   13,929株 

(2) 分割方法 
平成17年2月28日現在の株主名簿

に記載された株主の所有株式数を1
株につき2株の割合をもって分割し
ます。 

２ 配当起算日 
平成17年3月1日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮
定した場合の前中間会計期間および
前事業年度における1株当たり情報お
よび当期首に行われたと仮定した場
合の当中間会計期間における1株当た
り情報は、それぞれ以下のとおりであ
ります。 

 
前中間連結会計期間 

1株当たり純資産額 
39,189円49銭 

1株当たり中間純利益 
2,682円17銭 

 潜在株式調整後1株当たり中間純利
益については、第2期に旧商法280条の
19第1項の規定に基づく新株引受権（ス
トックオプション）の付与を行ってお
りますが、当社は非上場であり、かつ
店頭登録をしていないため期中平均株
価が把握できませんので記載しており
ません。 

 
当中間連結会計期間 

1株当たり純資産額 
49,993円81銭 

1株当たり中間純利益 
3,765円47銭 

 潜在株式調整後1株当たり中間純利
益については、潜在株式がないため記
載しておりません。 

 
前連結会計年度 

1株当たり純資産額 
41,466円58銭 

1株当たり中間純利益 
4,959円25銭 

 潜在株式調整後1株当たり当期純利
益については、第2期に旧商法280条の
19第1項の規定に基づく新株引受権（ス
トックオプション）の付与を行ってお
りますが、当社は非上場であり、かつ
店頭登録をしていないため期中平均株
価が把握できませんので記載しており
ません。  

― 1. 平成17年8月22日開催の取締役会にお
いて、商法211条ノ3第1項第2号の規定に
基づき、自己株式の買付を行うことを決
議しております。 
(1)買付する株式の種類 普通株式 
(2)買付する株式の総数1,000株（上限）
(3)株式の買付価額の総額 
 250,000千円（上限） 
(4)自己株式買付の日程 
  平成17年8月22日～平成17年9月20日

なお、当該取締役会決議に基づく買付
は、平成17年9月1日から行われており、
買付状況は以下のとおりであります。 
 (1)取得株式数    500株 
 (2)買付総数   137,707千円 
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５．生産、受注及び販売の状況 
 

(1) 生産実績 

生産実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。 
前中間連結会計期間
自 平成16年9月 1日
至 平成17年2月28日

当中間連結会計期間
自 平成17年9月 1日
至 平成18年2月28日

比較増減  事業の種類別 
セグメント名称 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
前年同期比
（％） 

レーベル事業 147,824 134,841 △12,982 91.2

合計 147,824 134,841 △12,982 91.2

(注)  １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 金額は、製造原価によっております。 

  

(2) 仕入実績 

仕入実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。 
前中間連結会計期間
自 平成16年9月 1日
至 平成17年2月28日

当中間連結会計期間
自 平成17年9月 1日
至 平成18年2月28日

比較増減 
 事業の種類別 
セグメント名称 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
前年同期比
（％） 

ディストリビューション事業 1,384,910 2,015,790 630,880 145.6

合計 1,384,910 2,015,790 630,880 145.5

(注)  １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 金額は、仕入価格によっております。 

  

(3) 受注実績 

当社及び連結子会社は見込製作を主体としており、受注製作は行っておりません。 

  

(4) 販売実績 

販売実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。 
前中間連結会計期間
自 平成16年9月 1日
至 平成17年2月28日

当中間連結会計期間
自 平成17年9月 1日
至 平成18年2月28日

比較増減 
 事業の種類別 
セグメント名称 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
前年同期比
（％） 

ディストリビューション事業 1,517,208 2,593,820 1,076,612 171.0

データサービス事業 353,091 254,025 △99,066 71.9

レーベル事業 317,685 228,012 △89,673 71.8

合計 2,187,986 3,075,858 887,872 140.6

(注)  １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 最近２連結会計期間における、主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

相手先 金額(千円) 割合(％) 相手先 金額(千円) 割合(％) 

タワーレコード㈱ 272,460 12.5 ㈱星光堂 574,875 18.7

㈱第一興商 226,250 10.3 日本ソフトサービス㈱ 313,794 10.2

 




