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平成19年８月期 第１四半期財務・業績の概況(連結)   

平成18年12月26日 
 

上場会社名 ダイキサウンド株式会社  (コード番号：３３５０ ＪＡＳＤＡＱ) 

（URL http://www.daiki-sound.jp）   

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長  木村 裕治 

 責任者役職・氏名 取締役経営戦略部長  宗正  彰 

    (ＴＥＬ：(０３)５７９１－１７６６) 

 

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無   ： 有 

(内容) 法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算し
ております。 

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無       ： 無 

 

2. 平成19年８月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年９月１日～平成18年11月30日） 
 (1) 経営成績（連結）の進捗状況 
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月期第１四半期 1,008 (△24.7) △87 (―) △85 (―) △85 (―) 

18年８月期第１四半期 1,338 (35.3) 28 (―) 7 (―) 2 (―) 

（参考）18年８月期 5,237  △968  △1,034  △1,223  

 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

19年８月期第１四半期 △2,603 77 ― ― 

18年８月期第１四半期 102 45 99 68 

（参考）18年８月期 △39,128 52 ― ― 

(注) 1.売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率です。 

2.平成18年８月期第１四半期において存在していた潜在株式は、平成17年11月16日発行の第１回無担保転

換社債型新株予約権付社債によるものであり、平成17年12月21日をもって普通株式への転換が完了してお

ります。なお、平成19年８月期第１四半期及び平成18年８月期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)

純利益については、潜在株式が存在するものの四半期(当期)純損失を計上しているため、それぞれ記載し

ておりません。 

 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 
 当第１四半期（平成18年９月１日～平成18年11月30日）における我が国経済は、個人消費は横ばい
で推移しているものの、企業収益の改善及び設備投資の増加により、景気回復の傾向を示しておりま
す。 
当社が属する国内音楽ソフト市場は、音楽CD生産実績が、対前期比４%減（日本レコード協会発表、

平成18年度１月～10月 音楽CD生産実績 金額ベース）と停滞しております。 
このような事業環境のなか、当社主力事業であるCDパッケージ販売事業においては、当社課題であ

る粗利益率改善のため商材の絞り込みを行ったこと等により、出荷枚数ベースで前年同期比12％減と
なりました。 
一方、当社が運営する携帯電話向け音楽配信サイトのダウンロード売上は、音楽配信市場の拡大に

伴って順調に伸びており、平成18年12月には、全曲音楽配信の３キャリア展開に加えて、音楽映像配
信をおこなう「D-SOUNDモバイルムービー」を新たに開始し事業の拡大を図っております。 
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また、連結子会社の業績についても、設立にかかる支出は一段落したものの、依然連結業績に貢献
するには至っておりません。 
このような取組みの結果、当第１四半期の連結売上高は、前年同期比330百万円減少し1,008百万円

となり、売上総利益は前年同期比141百万円減少し235百万円となりました。 
また、販売費及び一般管理費は、売上減に伴う物流費の減少11百万円のほか人件費等全般的な費用

圧縮の取り組みにより前年同期比24百万円減少の323百万円となりましたが、売上総利益の減少を補え
ず、営業損失87百万円（前年同期は営業利益28百万円）となりました。 
営業外損益については、営業外収益が前年同期比６百万円増加し８百万円となり、営業外費用は、

社債発行及びシンジケートローン借入等のあった前年同期と比べて16百万円減少し６百万円となりま
した。 
これらの結果、経常損失85百万円（前年同期は経常利益７百万円）、四半期純損失85百万円（前年

同期は四半期純利益２百万円）となりました。 
 
事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。 
  
(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、CDパッケージ販売の売上減等により、売上高807百万円、営業損失11

百万円となりました。 
なお、前年度の業績悪化の要因の一つとなった粗利益率については、商材ごとに取引採算の確保

を図ったことにより、当事業部門における粗利益率は19.0％となり、前年度通期15.1％と比較して
改善しております。 
 

(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、音楽配信や店頭端末に係る設備の償却負担等があったものの、自社

携帯サイトでの全曲音楽配信、インディーズデータ販売等の貢献により売上高160百万円、営業利益
４百万円となりました。 
また、当社が注力するメディア事業において、店頭ビジョン端末「SHOP-TV」の設置展開を本格的

に開始しております。 
 

(レーベル事業) 
当事業部門におきましては、子会社レーベル２社の発売タイトルが伸び悩んだことにより、売上

高55百万円、営業損失19百万円の結果となりました。 

 
 
 (2) 財政状態（連結）の変動状況 
 

 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

19年８月期第１四半期 3,699 1,560 42.0 47,441 23

18年８月期第１四半期 5,022 1,465 29.2 52,855 55

（参考）18年８月期 3,830 1,647 43.0 50,072 76

 
［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期（平成18年11月30日現在）の財政状態は、売上減による売掛金及び買掛金の減少等に
より、総資産3,699百万円（前連結会計年度末比131百万円減）、負債の部合計2,138百万円（前連結会
計年度末比45百万円減）となりました。純資産の部合計は、四半期純損失の計上により1,560百万円
（前連結会計年度末比86百万円減）となりました。 

 
 
○添付資料 
(要約）四半期連結貸借対照表 
(要約）四半期連結損益計算書 
(要約）四半期連結キャッシュフロー計算書 
(要約）セグメント情報 

 
以 上 
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[参考] 
平成19年８月期の連結業績予想（平成18年９月１日～平成19年８月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中間期 3,070 70 70 

通期 6,500 300 290 

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)  8,814円05銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 
  現時点において平成18年10月23日付当社「平成18年８月期 決算短信（連結）」に記載の業績予想か
ら変更はありません。 

 
※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定
な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があり
ます。 
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1. (要約）四半期連結貸借対照表 
（単位：千円、％） 

当四半期 

(平成19年８月期 

第１四半期末) 

前年同四半期 

(平成18年８月期 

第１四半期末) 

増  減 
（参 考） 

平成18年８月期 科  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 1. 現金及び預金 1,360,517 2,387,512  1,481,263

 2. 売掛金 803,236 1,392,234  842,531

 3. たな卸資産 567,581 538,613  534,935

 4. 繰延税金資産 109,741 19,816  109,741

 5. その他 117,130 159,598  129,823

   貸倒引当金 △25,708 △4,501  △26,981

   流動資産合計 2,932,499 79.3 4,493,274 89.5 △1,560,774 △34.7 3,071,313 80.2

Ⅱ 固定資産   

 1. 有形固定資産 116,313 3.1 50,845 1.0 65,467 128.8 111,722 2.9

 2. 無形固定資産   

  (1) のれん 5,423 ―  5,811

  (2) その他 187,906 98,459  190,773

   無形固定資産合計 193,330 5.2 98,459 1.9 94,871 96.4 196,585 5.1

 3. 投資その他の資産   

  (1) 長期前払費用 231,408 330,682  263,253

  (2) その他 339,006 55,547  301,419

    貸倒引当金 △113,493 △6,317  △113,493

   投資その他の資産合計 456,921 12.4 379,911 7.6 77,009 20.3 451,180 11.8

   固定資産合計 766,565 20.7 529,217 10.5 237,348 44.8 759,488 19.8

   資産合計 3,699,065 100.0 5,022,491 100.0 △1,323,426 △26.3 3,830,802 100.0

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（単位：千円、％） 

当四半期 

(平成19年８月期 

第１四半期末) 

前年同四半期 

(平成18年８月期 

第１四半期末) 

増  減 
（参 考） 

平成18年８月期 科  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

 1. 買掛金 613,320 925,205  909,037

 2. 短期借入金 864,400 770,400  664,111

 3. 一年内返済予定の 

長期借入金 
229,577 80,600  183,800

 4. 未払費用 122,667 169,910  163,473

 5. 未払法人税等 5,395 9,191  8,160

 6. 返品調整引当金 8,366 8,582  11,363

 7. その他 43,858 29,726  26,333

   流動負債合計 1,887,583 51.0 1,993,617 39.7 △106,033 △5.3 1,966,280 51.3

Ⅱ 固定負債   

 1. 新株予約権付社債 ― 1,400,000  ―

 2. 長期借入金 242,301 148,850  206,955

 3. 退職給付引当金 5,243 8,680  6,869

 4. 負ののれん 3,025 ―  3,203

   固定負債合計 250,569 6.8 1,557,530 31.0 △1,306,961 △83.9 217,027 5.7

   負債合計 2,138,153 57.8 3,551,148 70.7 △1,412,994 △39.8 2,183,308 57.0

   

(少数株主持分)   

  少数株主持分 ― ― 5,816 0.1 ― ― ― ―

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ― ― 769,514 15.3 ― ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金 ― ― 372,275 7.4 ― ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金 ― ― 461,525 9.2 ― ― ― ―

Ⅳ 自己株式 ― ― △137,789 △2.7 ― ― ― ―

  資本合計 ― ― 1,465,525 29.2 ― ― ― ―

  負債・少数株主持分 

  及び資本合計 
― ― 5,022,491 100.0 ― ― ― ―

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 1. 資本金 1,469,512 39.7 ― ― ― ― 1,469,512 38.4

 2. 資本剰余金 1,072,277 29.0 ― ― ― ― 1,072,277 28.0

 3. 利益剰余金 △850,422 △23.0 ― ― ― ― △764,752 △20.0

 4. 自己株式 138,229 △3.7 ― ― ― ― △138,229 △3.6

   株主資本合計 1,553,138 42.0 ― ― ― ― 1,638,807 42.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

 1. 為替換算調整勘定 187 ― ― ― ― 178

   評価・換算差額等合計 187 0.0 ― ― ― ― 178 0.0

Ⅲ 少数株主持分 7,584 0.2 ― ― ― ― 8,507 0.2

   純資産合計 1,560,911 42.2 ― ― ― ― 1,647,494 43.0

   負債純資産合計 3,699,065 100.0 ― ― ― ― 3,830,802 100.0

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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2. (要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 
当四半期 

(平成19年８月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成18年８月期 

第１四半期) 

増  減 
（参 考） 

平成18年８月期 科  目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比

Ⅰ 売上高 1,008,642 100.0 1,338,845 100.0 △330,203 △24.7 5,237,050 100.0

Ⅱ 売上原価 772,987 76.6 962,190 71.9 △189,203 △19.7 4,395,945 83.9

   売上総利益 235,655 23.4 376,655 28.1 △141,000 △37.4 841,104 16.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 323,250 32.1 347,759 26.0 △24,509 △7.0 1,809,393 34.6

   営業利益又は 

営業損失(△) 
△87,595 △8.7 28,895 2.1 △116,490 ― △968,288 △18.5

Ⅳ 営業外収益   

 1. 受取利息 625 12  200

 2. その他 7,893 1,507  6,886

  営業外収益合計 8,518 0.8 1,519 0.1 6,999 460.6 7,087 0.1

Ⅴ 営業外費用   

 1. 支払利息 6,325 3,248  15,718

 2. 社債発行費 ― 16,483  20,408

 3. シンジケートローン 

手数料 
― 2,500  11,477

 4. その他 308 905  25,302

  営業外費用合計 6,634 0.6 23,136 1.7 △16,502 △71.3 72,906 1.4

   経常利益又は 

経常損失(△) 
△85,710 △8.5 7,278 0.5 △92,989 ― △1,034,108 △19.8

Ⅵ 特別利益 ― ― ― ― ― ― 17,602 0.3

Ⅶ 特別損失 ― ― ― ― ― ― 285,468 5.4

税金等調整前四半期(当 

期)純利益又は純損失(△) 
△85,710 △8.5 7,278 0.5 △92,989 ― △1,301,974 △24.9

   法人税等 945 0.1 5,115 0.4 △4,170 △81.5 △76,003 △1.5

   少数株主損失 986 0.1 644 0.1 342 53.1 2,500 0.0

   四半期(当期)純利益 

   又は純損失(△) 
△85,669 △8.5 2,807 0.2 △88,476 ― △1,223,470 △23.4

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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3. (要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
当四半期 

(平成19年８月期第１四半期)

前年同四半期 

(平成18年８月期第１四半期) 

（参 考） 

平成18年８月期 

区分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税金等調整前四半期(当期)純利益又は 

   純損失(△) 
△85,710 ― △1,301,974

   減価償却費 55,841 ― 193,866

   貸倒引当金の増減額(△は減少) △1,272 ― 129,655

   たな卸資産評価損 ― ― 259,694

   売上債権の増減額(△は増加) 1,338 ― 296,245

   たな卸資産の増減額(△は増加) 6,765 ― △279,889

   仕入債務の増減額(△は減少) △295,723 ― △189,793

   その他 21,013 ― △33,846

    小計 △297,747 ― △926,042

   利息の支払額 △8,798 ― △16,169

   法人税等の支払額 △4,341 ― △162,377

   その他 540 ― 200

  営業活動によるキャッシュ・フロー △310,347 ― △1,104,388

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   定期預金の預入による支出 ― ― △450,002

   定期預金の払出による収入 ― ― 100,000

   有形固定資産の取得による支出 △3,747 ― △103,606

   無形固定資産の取得による支出 △49,117 ― △97,915

   投資有価証券の取得による支出 △40,000 ― △115,000

   長期前払費用の支払額 ― ― △60,000

   その他 1,074 ― △10,458

  投資活動によるキャッシュ・フロー △91,790 ― △736,983

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入金の増減額(△は減少) 200,288 ― 116,000

   長期借入れによる収入 130,000 ― 310,708

   長期借入金の返済による支出 △48,877 ― △179,261

   転換社債の発行による収入 ― ― 1,500,000

   自己株式の取得による支出 ― ― △138,229

   その他 △100 ― △46,704

  財務活動によるキャッシュ・フロー 281,311 ― 1,562,513

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 80 ― 284

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は 

減少額(△) 
△120,745 ― △278,573

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 481,037 ― 759,611

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 360,292 ― 481,037

  

(注)1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

2. 前年同四半期は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を開示しておりませんでしたので、記載しており

ません。 
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4.  (要約）セグメント情報 

 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  当四半期(平成19年８月期第１四半期)  

(単位：千円) 

 
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 計 消去又は全社 連結 

売上高 807,885 160,283 55,977 1,024,146 △15,504 1,008,642

営業費用 819,603 156,039 75,528 1,051,171 45,066 1,096,237

営業利益 △11,718 4,244 △19,550 △27,024 △60,570 △87,595

  

（参考）平成18年８月期 

(単位：千円) 

 
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 計 消去又は全社 連結 

売上高 4,531,936 400,004 353,478 5,285,419 △48,368 5,237,050

営業費用 4,687,024 832,844 463,213 5,983,082 222,256 6,205,339

営業利益 △155,087 △432,840 △109,735 △697,663 △270,625 △968,288

 

(注)1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

2. 前年同四半期は、セグメント情報を開示しておりませんでしたので、記載しておりません。 

3. 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社の売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、所在

地別セグメント情報の記載を省略しております。 

4. 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、その記載を省略しております。 

 

 

 


