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１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収入 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 ％

20年３月期第１四半期 5,837 61.3 △70 － △67 － △75 －

19年３月期第１四半期 3,619 △41.4 △324 － △318 － △180 －

19年３月期 24,914 － 566 － 565 － 185 －

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

20年３月期第１四半期 △9 76  －

19年３月期第１四半期 △23 33  －

19年３月期 23 90  －

(2）連結財政状態  

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

20年３月期第１四半期 17,448 10,307 58.4 1,314 81

19年３月期第１四半期 16,093 10,445 64.0 1,347 51

19年３月期 18,662 10,482 55.5 1,336 60

２．配当の状況

    当社は、第１四半期末を基準日とした配当をおこなっておりません。

    配当予想に関しましては、中間期末及び期末ともに、平成19年５月15日に発表した平成20年３月期の予想を変更して

  おりません。
 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間 

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 10 00 10 00 20 00

20年３月期（予想） 10 00 10 00 20 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）　【参考】

　　第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成19年５月15日に公表しました業績予想の見直しはおこなっておりま

　せん。 

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

営業収入 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

中間期 10,020 △5.3 △140 － △150 － △120 － △15 48

通期 24,500 △1.7 1,420 150.8 1,400 147.4 820 342.7 105 78
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　無

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

 　　（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。

 

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期第１四半期の個別業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収入 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 ％

20年３月期第１四半期 3,459 57.6 △106 － △88 － △63 －

19年３月期第１四半期 2,195 △44.7 △90 － △59 － △39 －

19年３月期 14,327 － 1,020 － 1,095 － 562 －

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

20年３月期第１四半期 △8 17  －

19年３月期第１四半期 △5 04  －

19年３月期 72 54  －

(2）個別財政状態  

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

20年３月期第１四半期 13,840 9,659 69.8 1,246 86

19年３月期第１四半期 13,371 9,496 71.0 1,225 09

19年３月期 15,237 9,818 64.4 1,266 67

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

　　第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成19年５月15日に公表しました業績予想の見直しはおこなっておりま

　せん。 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

営業収入 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

中間期 5,800 △10.8 △220 － △203 － △163 － △21 03

通期 13,500 △5.8 1,050 2.9 1,080 △1.5 620 10.3 79 98

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載しております業績見通し等の将来に関する記述は、当企業グループが本資料発表日現在において入

手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいたものであり、実際の業績等は今後様々な要因によっ

て大きく異なる結果となる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格や海外経済の動向等、内外経済に与える影響には留意する必要がある

ものの、企業収益の改善や設備投資の増加に加え、個人消費の持ち直しなどにより、依然として緩やかな拡大を続けて

います。

  このような状況のもとにおきまして、当社グループは激変する経営環境の中で、企業の活性化や若返りを図り、事業

を効率的に活性化することにより、グループ企業内における一層のシナジー効果を創出し、更なる企業価値向上に邁進

すべく、新たなグループ体制を構築してまいりました。

  さらに、平成20年に迎える創立30周年に向けて、当期から次期に渡り、いくつかの創立30周年事業を行うことを予定

しております。第一弾として「アミューズ30周年　全国オーディション」の開催を決定し、当社グループの次世代を担

う新人アーティストを発掘・育成すべく新人開発に注力してまいりました。

  当第１四半期につきましては、当社アーティストによる舞台公演に加え、大型コンサートツアーなどを前期３月より

引続き実施し、良質なエンターテインメント作品の安定的な制作・興行を行いました。また、初の試みとして桑田佳祐

シングルＣＤ「明日晴れるかな」を着うたフル（Ｒ）配信し、アミューズ公式サイト「アミュモバ☆フル」、サザンオー

ルスターズ公式サイト「ｓａｓ－ｆａｎ．ｎｅｔ」の活性化を図ることで、会員・配信ビジネスを連動して強化してお

ります。

  さらに、連結子会社でありますアミューズソフトエンタテインメント株式会社と、編成及び制作方針を組織単位で連

動させ、戦略的な宣伝販促の取り組みを構築することにより、当社アーティスト主演ドラマ・映画などのビデオカセッ

ト・ＤＶＤの販売を拡大し成果を上げております。

  これらの結果、当社グループの当第１四半期の経営成績は、大型のコンサートツアーや会場で販売いたしますキャラ

クター商品販売収入が好調でありましたことや、メディアビジュアル事業におけるビデオカセット・ＤＶＤ販売が好調

だったことにより、営業収入58億３千７百万円（前年同期比61.3％増）、メディアビジュアル事業の利益改善により、

営業損失７千万円（前年同期は３億２千４百万円の営業損失）、経常損失は６千７百万円（前年同期は３億１千８百万

円の経常損失）、四半期純損失７千５百万円（前年同期は１億８千万円の四半期純損失）となりました。 

 　

  事業の種類別セグメントの概況は、次の通りであります。

 

 　〔アーティストマネージメント事業〕

  当事業による主な収入は、ポルノグラフィティのコンサートツアー「ＯＰＥＮ　ＭＵＳＩＣ　ＣＡＢＩＮＥＴ」、福

山雅治、ＢＥＧＩＮなどによるコンサートツアーやＴＥＡＭ ＮＡＣＳ「ＨＯＮＯＲ」、三宅裕司が座長を務める熱海五

郎一座「狼少女伝説ＴＯＨ！！」などの公演を積極展開し増収となりました。さらに、会場で販売いたしますキャラク

ター商品販売収入とともに好調であり増益となりました。しかしながら、前年同期に比べ音楽レーベル事業の拡大に伴

い、宣伝費等のコストは増加いたしました。

    この結果、営業収入30億５千２百万円（前年同期比82.7％増）、営業利益１億２千７百万円（前年同期比821.0％増)

　となりました。

 

   〔メディアビジュアル事業〕

  当事業による主な収入は、映画「虹の女神」、連続ドラマ「のだめカンタービレ」、ドラマ「東京タワー」などのビ

デオカセット・ＤＶＤ販売が好調であり増収増益となりました。これらの作品には当社アーティストであります、上野

樹里、大泉洋、小出恵介などが出演しており、グループ内のシナジーを利用したコンテンツ活用を積極展開した結果、

前第１四半期の営業損失が大幅に改善されました。

  ＴＶ番組制作収入におきましては、主に「エコラボ～もったいない博士の異常な愛情」などの制作収入が堅調であり

ました。

  この結果、営業収入24億９千２百万円（前年同期比57.4％増）、営業利益４千９百万円（前年同期は１億７千万円の

営業損失）となりました

 

   〔コンテンツ事業〕

  当事業による主な収入は、サザンオールスターズ、ＢＥＧＩＮ、福山雅治、ポルノグラフィティなどによる旧譜楽曲

の販売及び旧譜楽曲の二次使用による印税収入であり、従来からの保有楽曲活用による収入は堅調でありましたが、前

年同期に比べ二次使用による著作権収入が減収となり減益となりました。

    この結果、営業収入２億９千２百万円（前年同期比19.8％減）、営業利益３千６百万円（前年同期比52.4％減）とな

  りました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

  当第１四半期末の総資産は174億4千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億1千4百万円減少いたしました。主な

要因は、流動資産「受取手形及び営業未収入金」が営業未収入金の回収などにより12億3千3百万円減少したことによる

ものであります。

　当第1四半期末の負債は71億4千万円となり、前連結会計年度末に比べ10億3千9百万円減少いたしました。主な要因は、

流動負債「未払金」が8億8千万円増加いたしましたが、流動負債「営業未払金」が15億2千5百万円の減少、流動負債「未

払法人税等」が2億9千9百円の減少などにより全体としては減少いたしました。

　当第1四半期末の純資産は103億7百万円となりました。主な要因は、「剰余金の配当」による7千7百万円の減少、「四

半期純損失」による7千5百万円の減少、「その他有価証券評価差額金」の1千7百万円の減少などによるものです。この

結果、自己資本比率は58.4％、1株当たり純資産は1,314円81銭となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　第1半期の業績は予定通り推移しており、平成19年５月15日に公表しました業績予想の見直しはおこなっておりま

せん。 

 

　※上記の予想は、当企業グループが本資料発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の

　　前提に基づいたものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　　該当事項はありません。 　　

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　　該当事項はありません。 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　当社及び連結子会社アミューズソフトエンタテインメント株式会社は、当第１四半期より、財務内容の健全化と

期間損益の一層の適正化、将来の返品による損失に備えることを目的に、返品実績率に基づく返品損失見込額を返

品調整引当金として計上する会計処理方法を採用いたしました。

　当社の取扱う音楽ＣＤは、再販売価格維持契約に規定される著作物であり、得意先における販売残余品の返品受

入が取引慣行となっており、従来、返品受入時に売上高から控除する方法によっておりましたが、レーベル事業の

拡大に伴い、今後返品額が増大することが見込まれるため変更したものであります。

　また、連結子会社アミューズソフトエンタテインメント株式会社の扱うセル用ＤＶＤ・ビデオカセット等は、得

意先における販売残余品の返品受入が取引慣行となっており、従来、返品受入時に売上高から控除する方法によっ

ておりましたが、セル用ＤＶＤ・ビデオカセット等の販売増加に対応するため販売管理システムを再構築したこと

により、返品見込額の算定が容易になったため変更したものであります。

　この結果、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失がそれぞれ43,670千円増加しております。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

　現金及び預金 2,024,653 2,254,819 230,166 11.4 2,544,844

　受取手形及び
　営業未収入金

1,566,595 2,956,900 1,390,304 88.7 4,190,389

　たな卸資産 6,923,976 6,466,814 △457,161 △6.6 6,136,523

　その他 944,182 1,161,163 216,981 23.0 1,144,694

　貸倒引当金 △3,257 △4,070 △813 － △8,701

流動資産合計 11,456,150 12,835,627 1,379,477 12.0 14,007,752

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産      

　建物 763,423 756,167 △7,256 △1.0 763,105

　土地 1,123,963 1,124,111 148 0.0 1,124,383

　その他 138,161 68,355 △69,806 △50.5 72,256

有形固定資産計 2,025,548 1,948,635 △76,913 △3.8 1,959,745

無形固定資産 137,070 255,876 118,805 86.7 263,648

投資その他の資産      

　投資有価証券 1,279,069 882,723 △396,345 △31.0 912,794

　その他 1,416,572 1,712,732 296,159 20.9 1,713,862

　貸倒引当金 △220,654 △187,508 33,145 － △194,934

投資その他の資産合計 2,474,987 2,407,947 △67,040 △2.7 2,431,721

固定資産合計 4,637,607 4,612,458 △25,148 △0.5 4,655,115

資産合計 16,093,757 17,448,086 1,354,328 8.4 18,662,868
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

　営業未払金 1,963,565 3,986,547 2,022,981 103.0 5,511,984

　短期借入金 2,100,000 600,000 △1,500,000 △71.4 600,000

　未払金 388,145 1,179,991 791,845 204.0 299,509

　未払法人税等 5,409 46,099 40,690 752.3 345,120

　返品調整引当金 － 43,670 43,670 － －

　その他 153,395 236,673 83,277 54.3 306,153

流動負債合計 4,610,515 6,092,982 1,482,466 32.2 7,062,767

Ⅱ　固定負債      

　退職給付引当金 530,978 586,616 55,638 10.5 581,634

　役員退職慰労引当金 420,120 353,109 △67,010 △16.0 424,245

　その他 86,721 108,076 21,354 24.6 111,283

固定負債合計 1,037,819 1,047,802 9,982 1.0 1,117,163

負債合計 5,648,335 7,140,784 1,492,448 26.4 8,179,930

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

　資本金 1,587,825 1,587,825 － － 1,587,825

　資本剰余金 1,694,890 1,694,890 － － 1,694,890

　利益剰余金 6,821,783 6,957,213 135,430 2.0 7,110,329

　自己株式 △16,735 △17,135 △400 － △16,960

株主資本合計 10,087,763 10,222,793 135,030 1.3 10,376,083

Ⅱ　評価・換算差額等      

　その他有価証券
　評価差額金 

257,022 12,074 △244,948 △95.3 29,817

　為替換算調整勘定 △50,365 △48,587 1,778 － △45,219

評価・換算差額等合計 206,656 △36,513 △243,169 － △15,401

Ⅲ　少数株主持分 151,002 121,022 △29,979 △19.9 122,255

純資産合計 10,445,421 10,307,302 △138,119 △1.3 10,482,937

負債純資産合計 16,093,757 17,448,086 1,354,328 8.4 18,662,868
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　営業収入 3,619,756 5,837,540 2,217,784 61.3 24,914,303

Ⅱ　営業原価 3,124,406 4,765,036 1,640,629 52.5 20,638,322

営業総利益 495,349 1,072,504 577,154 116.5 4,275,981

返品調整引当金繰入額 － 43,670 43,670 － －

差引営業総利益 495,349 1,028,834 533,484 107.7 4,275,981

Ⅲ　販売費及び一般管理費 820,017 1,099,341 279,324 34.1 3,709,888

営業利益（△損失） △324,667 △70,507 254,160 － 566,093

Ⅳ　営業外収益 10,917 8,699 △2,218 △20.3 40,656

　受取利息 2,525 2,613 88 3.5 11,568

　受取配当金 1,435 1,473 38 2.7 2,333

　保険解約益 1,300 927 △373 △28.7 1,824

　受取手数料 2,614 1,460 △1,153 △44.1 6,978

　その他 3,042 2,223 △818 △26.9 17,951

Ⅴ　営業外費用 5,112 5,889 776 15.2 40,767

　支払利息 2,350 2,824 474 20.2 26,670

　支払手数料 2,740 2,908 168 6.1 13,963

　その他 22 156 134 604.7 132

経常利益（△損失） △318,862 △67,697 251,165 － 565,982

Ⅵ　特別利益 2,923 5,795 2,872 98.3 20,824

　貸倒引当金戻入益 2,923 5,795 2,872 98.3 －

　投資有価証券売却益 － － － － 20,824

Ⅶ　特別損失 － － － － 86,062

税金等調整前四半期（当
期）純利益（△純損失）

△315,939 △61,902 254,037 － 500,744

法人税、住民税及び
事業税

957 45,648 44,690 － 467,961

法人税等調整額 △121,489 △30,714 90,774 － △111,978

少数株主利益（△損失） △14,592 △1,235 13,357 － △40,485

四半期（当期）純利益
（△純損失）

△180,814 △75,600 105,214 － 185,246
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（平成18年４月１日　～　平成18年６月30日）     

（単位：千円未満切捨て） 

 
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

平成18年３月31日　残高 1,587,825 1,694,890 7,104,163 △16,035 10,370,843

当四半期中の変動額      

剰余金の配当 (注）   △77,518  △77,518

役員賞与 （注）   △24,047  △24,047

四半期純利益   △180,814  △180,814

自己株式の取得    △699 △699

株主資本以外の項目の当四半期中
の変動額（純額）

     

当四半期中の変動額合計 － － △282,380 △699 △283,080

平成18年６月30日　残高 1,587,825 1,694,890 6,821,783 △16,735 10,087,763

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成18年３月31日　残高 335,338 △48,373 286,965 167,565 10,825,373

当四半期中の変動額      

剰余金の配当 (注）     △77,518

役員賞与 （注）     △24,047

四半期純利益     △180,814

自己株式の取得     △699

株主資本以外の項目の当四半期中
の変動額（純額）

△78,316 △1,992 △80,308 △16,563 △96,871

当四半期中の変動額合計 △78,316 △1,992 △80,308 △16,563 △379,952

平成18年６月30日　残高 257,022 △50,365 206,656 151,002 10,445,421

（注）平成18年６月25日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当第１四半期連結会計期間（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）     

（単位：千円未満切捨て） 

 
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

平成19年３月31日　残高 1,587,825 1,694,890 7,110,329 △16,960 10,376,083

当四半期中の変動額      

剰余金の配当   △77,515  △77,515

四半期純利益   △75,600  △75,600

自己株式の取得    △174 △174

株主資本以外の項目の当四半期中
の変動額（純額）

     

当四半期中の変動額合計 － － △153,115 △174 △153,290

平成19年６月30日　残高 1,587,825 1,694,890 6,957,213 △17,135 10,222,793

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成19年３月31日　残高 29,817 △45,219 △15,401 122,255 10,482,937

当四半期中の変動額      

剰余金の配当     △77,515

四半期純利益     △75,600

自己株式の取得     △174

株主資本以外の項目の当四半期中
の変動額（純額）

△17,743 △3,368 △21,112 △1,232 △22,345

当四半期中の変動額合計 △17,743 △3,368 △21,112 △1,232 △175,635

平成19年６月30日　残高 12,074 △48,587 △36,513 121,022 10,307,302
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前連結会計年度（平成18年４月１日　～　平成19年３月31日）

（単位：千円未満切捨て） 

 
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

平成18年３月31日　残高 1,587,825 1,694,890 7,104,163 △16,035 10,370,843

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 (注）   △77,518  △77,518

剰余金の配当   △77,515  △77,515

役員賞与 （注）   △24,047  △24,047

当期純利益   185,246  185,246

自己株式の取得    △925 △925

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計 － － 6,165 △925 5,240

平成19年３月31日　残高 1,587,825 1,694,890 7,110,329 △16,960 10,376,083

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成18年３月31日　残高 335,338 △48,373 286,965 167,565 10,825,373

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 (注）     △77,518

剰余金の配当     △77,515

役員賞与 （注）     △24,047

当期純利益     185,246

自己株式の取得     △925

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△305,520 3,154 △302,366 △45,310 △347,676

連結会計年度中の変動額合計 △305,520 3,154 △302,366 △45,310 △342,436

平成19年３月31日　残高 29,817 △45,219 △15,401 122,255 10,482,937

（注）平成18年６月25日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成18年４月１日　～平成18年６月30日）

 

アーティス
トマネージ
メント事業
（千円）

メディアビ
ジュアル事
業（千円）

コンテンツ
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

営業収入       

(1) 外部顧客に対する営業収入 1,671,037 1,583,354 365,364 3,619,756 － 3,619,756

(2) セグメント間の内部営業収

入又は振替高
599 2 4,803 5,406 (　5,406) －

計 1,671,636 1,583,356 370,168 3,625,162 (　5,406) 3,619,756

営業費用 1,657,808 1,753,847 294,301 3,705,958 238,465 3,944,423

営業利益（△損失） 13,827 △170,490 75,866 △80,795 (243,871) △324,667

当四半期（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

 

アーティス
トマネージ
メント事業
（千円）

メディアビ
ジュアル事
業（千円）

コンテンツ
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

営業収入       

(1) 外部顧客に対する営業収入 3,052,253 2,492,349 292,937 5,837,540 － 5,837,540

(2) セグメント間の内部営業収

入又は振替高
1,890 34 4,605 6,530 (　6,530) －

計 3,054,144 2,492,384 297,542 5,844,071 (　6,530) 5,837,540

営業費用 2,926,783 2,443,138 261,392 5,631,314 276,733 5,908,047

営業利益（△損失） 127,360 49,246 36,149 212,756 (283,263) △70,507

（参考）前期（平成18年４月１日　～　平成19年３月31日）

 

アーティス
トマネージ
メント事業
（千円）

メディアビ
ジュアル事
業（千円）

コンテンツ
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

営業収入       

(1) 外部顧客に対する営業収入 12,063,614 11,331,172 1,519,516 24,914,303 － 24,914,303

(2) セグメント間の内部営業収

入又は振替高
7,190 394 19,090 26,675 (　 26,675) －

計 12,070,805 11,331,566 1,538,607 24,940,979 (　 26,675) 24,914,303

営業費用 10,575,673 11,750,645 1,110,257 23,436,576 911,634 24,348,210

営業利益（△損失） 1,495,131 △419,078 428,350 1,504,403 (　938,310) 566,093
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【参考】四半期個別財務諸表

　(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

　現金及び預金 1,646,096 1,298,126 △347,969 △21.1 1,526,856

　営業未収入金 689,654 1,335,347 645,693 93.6 2,360,210

　たな卸資産 1,724,812 1,966,480 241,668 14.0 2,063,531

　短期貸付金 4,541,121 4,394,246 △146,874 △3.2 4,293,445

　その他 219,747 250,595 30,847 14.0 405,618

　貸倒引当金 △156,228 △153,488 2,740 － △162,189

流動資産合計 8,665,203 9,091,309 426,105 4.9 10,487,473

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産      

　建物 591,680 586,176 △5,504 △0.9 591,285

　土地 1,093,612 1,093,612 － － 1,093,612

　その他 126,924 57,814 △69,110 △54.4 62,059

有形固定資産計 1,812,217 1,737,603 △74,614 △4.1 1,746,957

無形固定資産 103,830 197,795 93,964 90.5 202,748

投資その他の資産      

　投資有価証券 1,081,674 682,117 △399,557 △36.9 712,228

　関係会社株式 1,000,784 1,049,784 49,000 4.9 1,049,784

　その他 898,695 1,239,392 340,696 37.9 1,203,015

　貸倒引当金 △191,286 △157,995 33,290 △17.4 △165,157

投資その他の資産合計 2,789,867 2,813,297 23,429 0.8 2,799,871

固定資産合計 4,705,916 4,748,696 42,779 0.8 4,749,577

資産合計 13,371,120 13,840,005 468,885 3.5 15,237,051
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

　営業未払金 1,224,133 2,328,880 1,104,747 90.2 3,850,685

　短期借入金 1,500,000 － △1,500,000 － －

　返品調整引当金 － 400 400 － －

　その他 279,404 997,270 717,865 256.9 653,999

流動負債合計 3,003,538 3,326,551 323,012 10.8 4,504,685

Ⅱ　固定負債      

　退職給付引当金 471,402 515,265 43,863 9.3 513,924

　役員退職慰労引当金 398,878 337,376 △61,502 △15.4 398,878

　その他 854 944 90 10.5 944

固定負債合計 871,134 853,585 △17,548 △2.0 913,746

負債合計 3,874,673 4,180,137 305,463 7.9 5,418,432

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 1,587,825 1,587,825 － － 1,587,825

資本剰余金      

　資本準備金 1,694,890 1,694,890 － － 1,694,890

資本剰余金合計 1,694,890 1,694,890 － － 1,694,890

利益剰余金      

　利益準備金 4,033 4,033 － － 4,033

　その他利益準備金 5,994,884 6,377,992 383,108 6.4 6,518,802

　　備品圧縮積立金 164 164 － － 164

　　別途積立金 　　 5,200,000 5,600,000 400,000 7.7 5,200,000

　　繰越利益剰余金 794,720 777,828 △16,891 △2.1 1,318,638

利益剰余金合計 5,998,917 6,382,025 383,108 6.4 6,522,835

自己株式 △16,735 △17,135 △400 － △16,960

株主資本合計 9,264,897 9,647,605 382,707 4.1 9,788,589

Ⅱ　評価・換算差額等      

　その他有価証券
　評価差額金 

231,549 12,263 △219,286 △94.7 30,029

評価・換算差額等合計 231,549 12,263 △219,286 △94.7 30,029

純資産合計 9,496,446 9,659,868 163,421 1.7 9,818,618

負債純資産合計 13,371,120 13,840,005 468,885 3.5 15,237,051

㈱アミューズ（4301）平成 20 年３月期　第１四半期財務・業績の概要

－ 13 －



　(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　営業収入 2,195,419 3,459,328 1,263,909 57.6 14,327,332

Ⅱ　営業原価 1,894,258 2,970,360 1,076,102 56.8 11,679,475

営業総利益 301,160 488,968 187,807 62.4 2,647,856

返品調整引当金繰入額 － 400 400 － －

差引営業総利益 301,160 488,568 187,407 62.2 2,647,856

Ⅲ　販売費及び一般管理費 391,468 595,385 203,916 52.1 1,627,654

営業利益（△損失） △90,308 △106,816 △16,508 － 1,020,201

Ⅳ　営業外収益 33,327 21,725 △11,602 △34.8 104,841

Ⅴ　営業外費用 2,762 3,035 273 9.9 29,065

経常利益（△損失） △59,742 △88,126 △28,383 － 1,095,977

Ⅵ　特別利益 1,715 9,865 8,149 475.0 －

貸倒引当金戻入益 1,715 9,865 8,149 475.0 －

Ⅶ　特別損失 － － － － 85,618

税引前四半期（当期）
純利益（△純損失）

△58,027 △78,261 △20,234 － 1,010,358

法人税、住民税及び
事業税

675 45,365 44,690 － 468,364

法人税等調整額 △19,596 △60,332 △40,735 － △20,334

四半期（当期）純利益
（△純損失）

△39,105 △63,294 △24,189 － 562,328
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　(3）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（平成18年４月１日　～　平成18年６月30日）     

（単位：千円未満切捨て） 

 

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

利益
準備金

 その他利益剰余金

備品圧縮
積立金

別途
積立金 

繰越利益
剰余金

利益剰余
金合計

平成18年３月31日　残高 1,587,825 1,694,890 1,694,890 4,033 164 4,600,000 1,531,341 6,135,538 △16,035 9,402,218

当四半期中の変動額           

別途積立金の積立て（注）      600,000 △600,000 －  －

剰余金の配当（注）       △77,518 △77,518  △77,518

役員賞与（注）       △19,997 △19,997  △19,997

四半期純利益       △39,105 △39,105  △39,105

自己株式の取得         △699 △699

株主資本以外の項目の当四
半期中の変動額（純額）

          

当四半期中の変動額合計 － － － － － 600,000 △736,621 △136,621 △699 △137,320

平成18年６月30日　残高 1,587,825 1,694,890 1,694,890 4,033 164 5,200,000 794,720 5,998,917 △16,735 9,264,897

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日　残高 309,677 309,677 9,711,895

当四半期中の変動額    

別途積立金の積立て（注）   －

剰余金の配当（注）   △77,518

役員賞与（注）   △19,997

四半期純利益   △39,105

自己株式の取得   △699

株主資本以外の項目の当四
半期中の変動額（純額）

△78,127 △78,127 △78,127

当四半期中の変動額合計 △78,127 △78,127 △215,448

平成18年６月30日　残高 231,549 231,549 9,496,446

（注）平成18年６月25日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当第１四半期会計期間（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）     

（単位：千円未満切捨て） 

 

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

利益
準備金

 その他利益剰余金

備品圧縮
積立金

別途
積立金 

繰越利益
剰余金

利益剰余
金合計

平成19年３月31日　残高 1,587,825 1,694,890 1,694,890 4,033 164 5,200,000 1,318,638 6,522,835 △16,960 9,788,589

当四半期中の変動額           

別途積立金の積立て      400,000 △400,000 －  －

剰余金の配当       △77,515 △77,515  △77,515

四半期純利益       △63,294 △63,294  △63,294

自己株式の取得         △174 △174

株主資本以外の項目の当四
半期中の変動額（純額）

          

当四半期中の変動額合計 － － － － － 400,000 △540,809 △140,809 △174 △140,984

平成19年６月30日　残高 1,587,825 1,694,890 1,694,890 4,033 164 5,600,000 777,828 6,382,025 △17,135 9,647,605

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成19年３月31日　残高 30,029 30,029 9,818,618

当四半期中の変動額    

別途積立金の積立て   －

剰余金の配当   △77,515

四半期純利益   △63,294

自己株式の取得   △174

株主資本以外の項目の当四
半期中の変動額（純額）

△17,765 △17,765 △17,765

当四半期中の変動額合計 △17,765 △17,765 △158,750

平成19年６月30日　残高 12,263 12,263 9,659,868
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前事業年度（平成18年４月１日　～　平成19年３月31日）

（単位：千円未満切捨て） 

 

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

利益
準備金

 その他利益剰余金

備品圧縮
積立金

別途
積立金 

繰越利益
剰余金

利益剰余
金合計

平成18年３月31日　残高 1,587,825 1,694,890 1,694,890 4,033 164 4,600,000 1,531,341 6,135,538 △16,035 9,402,218

事業年度中の変動額           

別途積立金の積立て（注）      600,000 △600,000 －  －

剰余金の配当（注）       △77,518 △77,518  △77,518

剰余金の配当       △77,515 △77,515  △77,515

役員賞与（注）       △19,997 △19,997  △19,997

当期純利益       562,328 562,328  562,328

自己株式の取得         △925 △925

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計 － － － － － 600,000 △212,703 387,296 △925 386,371

平成19年３月31日　残高 1,587,825 1,694,890 1,694,890 4,033 164 5,200,000 1,318,638 6,522,835 △16,960 9,788,589

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日　残高 309,677 309,677 9,711,895

事業年度中の変動額    

別途積立金の積立て（注）   －

剰余金の配当（注）   △77,518

剰余金の配当   △77,515

役員賞与（注）   △19,997

当期純利益   562,328

自己株式の取得   △925

株主資本以外の項目の当事
業年度中の変動額（純額）

△279,648 △279,648 △279,648

当事業年度中の変動額合計 △279,648 △279,648 106,723

平成19年３月31日　残高 30,029 30,029 9,818,618

（注）平成18年６月25日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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