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株式会社ディーアンドエムホールディングス 

平成 20 年３月期決算および平成 21 年３月期業績予想を発表 

～平成 21 年３月期には営業利益２桁の増加を予想 
 

 

株式会社ディーアンドエムホールディングス（東証 1 部：6735、本社：神奈川県川崎市、代表執行

役 CEO：エリック・シー・エヴァンズ、以下 D&M）は本日、平成 20 年 3 月期通期決算及び平成 21

年 3 月期通期業績予想を発表いたしました。平成 20 年 3 月期は過去 高の売上高、営業利益

及び EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前・その他償却前利益）を示しました。また平成 21

年 3 月期の通期業績予想につきましては、営業利益と EBITDA がそれぞれ 11％、14％伸びると

予想しております。 

 

 

1. 平成 20 年 3 月期（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年３月 3１日）決算（連結ベース） 

 

平成 20 年 3 月期（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年３月 3１日）における連結売上高 1,121 億円

で、前期比 12％増となり、平成１９年５月２３日に開示いたしました通期業績予想比 3％増となりま

した。セグメント別の売上は、コンシューマーAV 機器関連事業が 790 億円、コマーシャル AV 機

器関連事業が 330 億円となっております。 

 

営業利益は前期比で６%増の 61 億円となりました。また EBITDA は 99 億円で前期比 21％増とな

りました。 

 

純利益は 16 億円で前期比 42％減となっております。これは現在、東京国税局による税務調査を

受けており、平成 17 年４月１日付けでの当社を合併法人、㈱デノン、日本マランツ㈱、㈱ディーア

ンドエムマニュファクチュアリングを被合併法人とする合併に際しての日本マランツ㈱から当社への

繰越欠損金の引継ぎにつき、同日平成 17 年 4 月 1 日に当社が連結納税の適用開始となったこと

により、連結子法人の繰越欠損金として引継ぎを否認する旨の指摘を口頭で受けたことによる、過

年度法人税等の増加によるものであります。なお今回の当局による指摘は、関連する法令等の解
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釈についての当局内部の独自見解によるものであり、その見解については通達等により公に告知

されていないため、更正処分がなされた場合、更正処分を不服として当局に対して異議申し立て

を行う予定でおります。 

また経常利益は 51 億円となり、前年同期比 9％減となりました。これは主に、第４四半期における

為替の変動によるものであります。 

 
(金額の単位： 百万円) 

 
売上高  営業利益 経常利益 純利益  

調整後 EPS

（円） 

今回実績 （A） 112,124 6,127 5,146 1,669 17.4

前期（平成 19 年 3 月期）実績 （B） 100,039 5,782 5,687 2,918 31.9

増減額 （A―B） 12,085 345 (541) (1,249) (14.5)

増減率（％） 12.1 6.0 (9.5) (42.8) (45.4)
 

 

セグメント別業績  
 

コンシューマーAV機器関連事業の業績 
(金額の単位： 百万円) 

 売上高 営業利益 

今回実績 （A） 79,029 3,914
前期（平成 19 年 3 月期）実績 （B） 81,896 4,161
増減額 （A―B） (2,867) (247)
増減率（％） (3.5) (5.9)

 

平成20年3月期（平成19年4月1日～平成20年３月3１日）におけるコンシューマーAV機器関連事業

の売上高は790億円と、前期比3％の減少となりました。これは、第4四半期におけるブルーレイ・デ

ィスク・プレーヤーの発売に先立ち、既存のDVDプレーヤーの売上減少が起こったことによります。

同セグメントの営業利益は３９億円となりました。なお、上記新製品の導入により、平成20年3月期

下半期（平成19年１０月１日～平成20年３月3１日）の営業利益は前年同期比12％増となっておりま

す。 
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コマーシャルAV機器関連事業の業績 
(金額の単位： 百万円) 

 売上高 営業損益 

今回実績 （A） 33,094 2,213
前期（平成 19 年 3 月期）実績 （B） 18,142 1,621
増減額 （A―B） 14,952 592
増減率（％） 82.4 36.5

 

平成 20 年 3 月期（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年３月 3１日）におけるコマーシャル AV 機器関

連事業の売上高は 330 億円と前期比で 82％の増加となり、営業利益は 22 億円で前期比３６％増

となりました。売上および営業利益の増加は、主にディーアンドエム・プレミアム・サウンド・ソリュー

ションズ事業が通期で貢献したこと、またカルレック・オーディオ事業が下期で貢献したことによりま

す。 

 

 

2. 平成 21 年 3 月期（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）業績予想（連結ベース） 

 

平成 21 年 3 月期における業績予想は連結売上高 1,153 億円、営業利益は１１％増の 680 億円

を見込んでおります。営業利益は、平成 21 年 3 月期より開始されるのれんの償却による約５億円

の営業費用の増加を加味した上での増益を予測しております。また同期の経常利益は 60 億円、

純利益は 32 億円、調整後 EPS は 34.1 円を見込んでおります。EBITDA については 11.3 億円で、

平成 20 年 3 月期に比べて 14％増を見込んでおります。 

 
(金額の単位： 百万円) 

 
売上 営業利益 経常利益 純利益  調整後 EPS

（円） 
今回予想（A）  115,300 6,800 6,050 3,120 32.5
前期（平成 20 年 3 月期実績）

（B） 112,124 6,127 5,146 1,669 17.4

増減額（A-B） 3,176 673 904 1,451 15.1

増減率 2.8 11.0 17.6 86.9 86.8
 

 

 

セグメント別業績予想 
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平成 21 年 3 月期のセグメント別業績予想は、コンシューマーAV 機器関連事業においては、売上

高は 805 億円、営業利益は 46 億円を見込んでおります。またコマーシャル AV 機器関連事業に

おいては、売上高は 348 億円、営業利益は 22 億円を見込んでおります。 
(金額の単位： 百万円) 

 コンシューマー

AV 機器関連事業

売上 

コンシューマー

AV 機器関連事業

営業利益 

コマーシャル AV

機器関連事業 

売上 

コマーシャル AV

機器関連事業 

営業利益 

今回予想（A）  80,500     4,600   34,800   2,200 

前期（平成 20 年 3 月期実績）

（B） 
79,029 3,914 33,094 2,213 

増減額（A-B）     1,471      686    1,706      (13) 

増減率（％）     1.9       17.5 5.2      (0.6) 

 

 

3. 平成 20 年 3 月期第４四半期及び通期の主な成果 

 

第 4 四半期の成果 

 

• 高裁判所（東京都千代田区）が行ったデジタル録音機の調達手続において、マランツ・プロフェッショ

ナルのポータブルレコーダーPMD660 を 1,000 台納入することとなりました。同モデルはニュースあるい

は法廷記者の利用も多く、放送用の高音質での録音も可能です。 

 

• D&M として引き続き新興国への事業拡大を進めており、デノンのコンシューマー向け製品の販売

拠点をロシアに開設することで合意いたしました。 

 

• NBC のオリンピック取材チームは、北京オリンピックで 8 台のカルレックのデジタル・コンソールを使

用します。デジタル・コンソールの Sigma 2 台については、2 台目を 1 月に出荷いたしました。

Omega 5 台についても、4 台を 3 月末までに製造し、近日中に受注分全ての製造を完了します。 

 

平成 20 年 3 月期通期の成果 
 放送局向けの音響製品・音声編集コンソールなどで知られる英国のメーカー、カルレックオーディ

オリミテッドを買収しました。  
 

 アラブ首長国連邦のドバイや台湾に販売拠点や販売子会社を設立したほか、アジア・パシ

フィック地域で最初のマッキントッシュ販売拠点を日本に設立いたしました。 

 

• ラテン・アメリカにおける全ブランドを通じた 2007 年度の売上は、2006 年度実績に対し、153%に増

加しました。1 月には D&M として初めて、ラテン・アメリカ & カリブ地域のディーラー・イベントを実



 

 5

施。今後のパートナーシップにもつながる、多数の参加を得ました。 

 

• リプレイ TV 事業の資産の大半を売却し、成長戦略に直接寄与するブランド及び事業ポート

フォリオへの絞込みを図りました。   
 

• 日本の家具・インテリア業界最大手のひとつ、株式会社大塚家具とパートナーシップを組

み、デノン及びマランツのホームシアター製品専用の高級ホームシアター用 AV ボードを共

同で開発、発表しました。  
 

• 販売活動のグローバル展開と、アメリカ国内における売上の好調さを受け、マッキントッシュの売上

高が前年比 18 パーセントに伸長しました。 

 

• ボストン・アコースティックスは新しいブランド・アイデンティティである「Play Smart」を発表。新製品

50 点をリリースしました。   
 

 

取締役会会長兼 CEO のエリック・シー・エヴァンズは次のようにコメントしています。「コンシューマ

ーAV 機器事業の主要製品の一部に市場投入の遅れがあったにも関わらず、売上高及び営業利

益の増加という形で当期を締めくくることが出来、喜ばしく思います。東京国税局による、子会社統

合時の繰越欠損金の引継ぎに関する見解については、当社として意義を申し立てる意向です。プ

ラス材料としては、カルレックの D&M 事業ポートフォリオへの追加や PSS のスムーズな経営統合な

ど、コマーシャル AV 機器事業の順調な推移がありました。2008 年も D&M にとって更なる成長の

年となるでしょう。 近では、オーディオミキシングコンソールを手がける英アレン・アンド・ヒースが

D&M グループに加わり、喜ばしく思っております。全体的に見て、個人或いは法人のお客様に世

界的な高級 AV 機器ブランド製品をお届けするという、我々の基本ビジネスモデルが、市場で成功

を収めていると言えます。」 

 
 

 

株式会社ディーアンドエムホールディングスについて 

株式会社ディーアンドエムホールディングスは家庭用、車載用、業務用、プロ用高級AVブランドに

対し、経営・販売基盤をグローバルに提供する、事業会社です。傘下にはデノン、マランツ、マッキ

ントッシュ・ラボラトリー、ボストン・アコースティックス、スネル・アコースティックス、エシェント、デノン

DJ、カルレック・オーディオ、アレン・アンド・ヒース、D&Mプロフェッショナル、D&Mプレミアム・サウン

ド・ソリューションズを擁し、その技術力であらゆる音響/映像体験の質の向上を目指します。詳しく

はホームページwww.dm-holdings.com.をご覧ください。 

 

（注）上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今

後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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