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平成 19 年４月 13 日 

 

各      位 

会社名 ダイキサウンド株式会社 

代表者名 代表取締役社長 木村 裕治

（JASDAQ・コード番号：３３５０） 

問合せ先  

役職・氏名 取締役経営戦略部長 宗正 彰

電話 ０３―５７９１―１７６６ 
 

 

特別損失の発生及び平成 19 年８月期通期・中間期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 平成 19 年８月期（平成 18 年９月１日～平成 19 年８月 3１日）中間期（連結・個別）において特

別損失が発生する見込みとなりましたのでその概要をお知らせするとともに、平成 18 年 10 月 23

日付当社「平成 18 年８月期決算短信（連結）」及び同日付当社「平成 18 年８月期個別財務諸表の概

要」にて発表しておりました平成 19 年８月期通期・中間期（連結・個別）業績予想について下記の

通り修正いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 特別損失の概要 

 当社は、当中間期において、連結で 288 百万円、個別で 377 百万円の特別損失を計上する見込み

となりました。主な内訳は以下の通りとなります。 

 

① たな卸商品 

当初エルダー層向け販売のため仕入れたメジャータイトルの音楽ＣＤ在庫について、当中間期

における販売が不調に終わり、今後の販売可能性を検討した結果、このたび販売の継続を断念い

たしました。 

また、前期末に一部タイトルの評価損を計上した「M∞CARD」の残りのタイトルについても、

当中間期における販売実績がなく、今後の販売見込みが立たないため、このたび同事業から撤退

することといたしました。 

これらにより、当社において 125 百万円、当社子会社において 32 百万のたな卸商品評価損を

計上いたします。 

 

② 投資有価証券 

当社が出資している非連結会社３社について、当中間期に直近の財務状況及び今後の事業計画

に照らして、保有する株式の評価見直しをおこない、計 105 百万円の投資有価証券評価損を計上

いたします。 

 

③ 連結子会社株式 

 当社連結子会社のうち４社について、業績の不振や上記①に記載の特別損失の発生等の理由に

より直近の財務状況が悪化しており、今後の業績見通しについても保守的に見込んだことから、

計 101 百万円の子会社株式評価損を計上いたします。 
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2. 平成 19 年８月期 通期・中間期 連結業績予想の修正 

 

(1) 通期（平成 18 年９月１日～平成 19 年８月 3１日） 

   単位：百万円

  売 上 高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 6,500 300 290

今回修正発表（Ｂ） 4,100 △680 △1,120

増減額（Ｂ－Ａ） △2,400 △980 △1,410

増減率 △36.9% － －

(ご参考)前期実績（平成 18 年８月期） 5,273 △1,034 △1,223

 

(2) 中間期（平成 18 年９月１日～平成 19 年２月 28 日） 

  単位：百万円

  売 上 高 経常利益 中間期純利益

前回発表予想（Ａ） 3,070 70 70

今回修正発表（Ｂ） 1,930 △450 △840

増減額（Ｂ－Ａ） △1,140 △520 △910

増減率 △37.1% － －

(ご参考)前期実績（平成 18 年８月期中間期） 3,075 △105 △154

 

(3)連結中間期業績予想の修正理由 

① 売上高 

主力のパッケージディストリビューション事業における、音楽 CD を中心とした売上が当初予

想を大きく下回ったことが、中間期売上高予想の主たる下方修正要因です。売上高は当初予想

を 1,140 百万円下回る 1,930 百万円となる見込みです。 

第１四半期における音楽 CD の売上は、計画線上で推移しており、平成 19 年 1 月および 2 月

のタイトル編成から、十分に当初予想を達成できると予測しておりました。しかしながら、第

２四半期にヒットを見込んでいたタイトルが不発に終わり、子会社レーベル事業のタイトルの

発売遅延もあって計画を大きく下回る結果となりました。その他のタイトルごとの平均販売数

量も見込みを下回るなど、想定していなかった厳しい状況となりました。このため、主力の音

楽 CD の売上高は計画を大きく下回り、下方修正の主因となりました。 

「SHOP-TV」事業においては、大学施設での設置が本格化すると見込んでいた冬休み期間に、

設置先のインターネット・インフラの未整備などの理由で設置が大幅に遅れました。このため、

当事業の収益の柱である広告収入を得られる規模に達しませんでした。 

 

② 経常利益 

音楽 CD 販売の売上が大きく落ち込んだことによる売上総利益の落ち込みが、中間期の経常利

益予想の主たる下方修正要因です。加えて、インディーズ在庫の評価減(27 百万円)、貸倒引当

金の積み増し（71 百万円）も、経常利益を押し下げる要因となりました。音楽配信事業におい

ては、携帯電話端末向け動画配信サイトをスタートしましたが、携帯電話端末における音楽配

信事業（「D-Sound モバイル」等計５サイト）は、前期に比べてダウンロード数は伸びているも

のの、新規サイト立ち上げにともなうコスト増などを吸収するに至りませんでした。 

当初に 70 百万円と予想していた経常利益は、520 百万円下回る 450 百万円の経常損失となる

見込みです。 

 



 3

③ 中間期純利益 

経常利益が当初予想を 520 百万円下回る 450 百万円の経常損失となる見込みであることに加

え、288 百万円の特別損失を計上することになりました。また、繰延税金資産 109 百万円を取り

崩すことになりました。こうしたことから、当初に 70 百万円と予想していた中間期純利益は、

910 百万円下回る 840 百万円の中間期純損失となる見込みです。 

 

(4)連結通期業績予想の修正理由 

下期に向けて、いっそうの収益率の向上やコスト削減努力により、業績は中間期実績よりも

改善する見通しです。しかしながら、事業環境は当中間期同様に厳しい状況が想定されるため、

通期の業績予想を下方修正いたします。 

 

 

3. 平成 19 年８月期 通期・中間期 個別業績予想の修正 

 

(1) 通期（平成 18 年９月１日～平成 19 年８月 3１日） 

   単位：百万円

  売 上 高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 6,460 300 290

今回修正発表（Ｂ） 4,000 △560 △1,040

増減額（Ｂ－Ａ） △2,460 △860 △1,330

増減率 △38.1% － －

(ご参考)前期実績（平成 18 年８月期） 5,176 △896 △1,148

 

(2) 中間期（平成 18 年９月１日～平成 19 年２月 28 日） 

  単位：百万円

  売 上 高 経常利益 中間期純利益

前回発表予想（Ａ） 3,060 70 70

今回修正発表（Ｂ） 1,858 △357 △789

増減額（Ｂ－Ａ） △1,202 △427 △859

増減率 △39.3% － －

(ご参考)前期実績（平成 18 年８月期中間期） 3,070 △82 △126

 

(3) 修正理由 

 個別業績予想の修正理由は上記 2.に記載の連結業績予想の修正理由とほぼ同様です。 

 

※ 上記の予想は、発表日現在で入手可能な情報で作成したものです。実際の業績は、今後様々な要

因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

4. コスト削減についての取り組み状況 

 
前期に増加した販売費及び一般管理費は、役員報酬のカット、販売促進費、人件費の削減、

その他広範な経費節減努力により、当中間期において前年同期比 25 百万円程度減と当初計画に

沿って低下傾向にあります。また、同じく前期に増加した営業外費用についてもシンジケート

ローンの解約等により前年同期比 25 百万円程度減となる見込みですが、これらのコスト削減が

経常損失を埋めるには至っておりません。 
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5.今後の対策 

当社は、経営合理化を図り、業績を早期に回復させるため、今後以下の対策をおこなってまいり

ます。なお、具体的な計画を策定後、早期に発表する予定です。 

 

① 事業の再構築について全般的な見直しをおこない、以下の点について取り組んでまいります。 

a.事業採算向上及びコスト削減 

b.不採算事業の見直し 

c.子会社等の整理、統合 

 

② 前期に引き続き大幅な損失が発生したことを受けまして、今後財務体質を強化するための対

応をおこなってまいります。 

 

③ 今回の業績予想の下方修正ならびに業績低迷が長引いている責任を重く受け止め、当面の間、

代表取締役社長の月額役員報酬を無報酬といたします。 

 

 

以 上 


