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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 4,505 ― △257 ― △248 ― △258 ―

20年3月期第1四半期 4,406 △22.2 △43 ― △50 ― △29 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △0.96 ―

20年3月期第1四半期 △0.11 ―

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

21年3月期第1四半期 10,120 1,307 12.4 △30.70

20年3月期 11,886 1,512 12.3 △29.42

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,251百万円 20年3月期  1,466百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 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

第2四半期連結累計期間 9,800 ― △260 ― △310 ― △350 ― △1.30

通期 21,000 9.3 250 ― 150 ― 100 ― 0.37

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[ (注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。 ]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。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結果とな
る可能性があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  168,562,177株 20年3月期  168,562,177株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  189,872株 20年3月期  186,348株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  168,374,074株 20年3月期第1四半期  168,384,107株
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当第１四半期の連結売上高は、45億５百万円（前年同四半期2.2％増）となりました。これは主に、自
社制作作品および特販事業の売上は減少したものの、デジタル事業の売上が前年同四半期に比べ20％増加
したことに加え、昨年11月に当社100%出資子会社となったクリエイティヴ・コア株式会社の売上が新たに
計上されたことによるものです。 
損益につきましては、合理化の効果は着実に業績に寄与しておりますが、大型の自社制作作品が少な

く、また、新しく連結しましたクリエイティヴ・コア株式会社の利益貢献は第２四半期以降であることか
ら、第２四半期までは損失計上を計画しております。第１四半期においては、演歌・歌謡曲、アニメ・教
育関連作品は計画を達成することができましたが、J-POP・J-ROCK作品は主要作品のリリース延期などが
あり、計画を下回りました。加えて、特販事業においては、前年同四半期は通販向けの大型作品が売上に
寄与いたしましたが、当四半期は同様な作品がなく売上が減少いたしました。その結果、営業損失は２億
５千７百万円（前年同四半期は４千３百万円の営業損失）、経常損失は２億４千８百万円（前年同四半期
は５千万円の経常損失）、四半期当期純損失は２億５千８百万円（前年同四半期は２千９百万円の四半期
当期純損失）となっております。 
自社制作作品といたしましては、オリコン初登場第２位を獲得した「氷川きよし」の“氷川きよし 演

歌名曲コレクション８～玄海船歌～”をはじめ、clammbonのボーカリスト｢原田郁子」のソロアルバム
“ケモノと魔法”、“THE IDOLM@STER”シリーズ、ＤＶＤ“いないいないばあっ！～こんにちは！った
ら ラッタンタン～”などが好調な売れ行きとなり、売上に貢献いたしました。 
当社は、アーティストのブランド力を更に強化するとともに、保有する豊富なカタログを活用し、少子

高齢化という市場環境を鑑みた30代、40代をはじめエルダー層、シニア層の方々に訴求する作品をリリー
スしてまいります。加えて、音源制作だけでなく音楽事務所・アーティストと協同して、コンサート運
営・マーチャンダイジングなどのミュージックエンタテインメント事業の拡大を進めることにより、一層
の収益力の強化を進めてまいります。また、成長分野、収益力が高い分野に人材をシフトするとともに、
効率的な組織運営に注力し、より実効性のある組織を構築してまいります。 
一方、成長分野であるデジタル事業においては、現在、８万曲のデジタル配信が可能になっており

11,000曲を配信中です。今後ともデジタル配信可能楽曲の拡充を行います。また、本年５月29日には
iTunesにおいて「美空ひばり」の世界配信を実施し、22の国々にPC配信をスタートさせておりご好評をい
ただいております。デジタル配信、放送、パッケージ発売など作品のマルチユースを視野に置いた事業展
開を行います。戦略的に音楽・映像のデジタルコンテンツを様々な分野の媒体に展開することにより、配
信事業の成長をさらに加速させてまいります。 
また、新規開発いたしました単曲販売サービス“カスタマイズＣＤ”につきましては、本年４月26 日

にオープンいたしました京都嵐山「美空ひばり座」様に納品いたしております。来場された方々が「美空
ひばり」の全559曲のオリジナルシングルから自由に選曲し、自分だけのＣＤをお持ち帰りいただいてお
ります。加えて、“カスタマイズＣＤ”機器を多品種少量生産システムに活用し、在庫削減、コスト削減
を図ります。 
今後とも、ミュージック制作事業の拡大を一層推し進め、売上、利益の拡大に努めてまいります。 
  
【売上高の貢献主要作品】 
 ＜音楽ソフト＞ 
“玄海船歌／北愁”、“演歌名曲コレクション８～玄海船歌～”「氷川きよし」      

  “ケモノと魔法” 「原田郁子」 
  “BESTYO(べすちょ)”「一青窈」 
  “カレイドスコープ”「Bahashishi」    
  “起承転結11” 「松山千春」    
  “ブタベスト”「たむらぱん」 
  “名残りの桜／そばにいてね” 「大川栄策」 
  “a message to...” 「RUDEBWOY FACE」 
  “あじさいの宿／おんな花ざかり” 「若山かずさ」 
  “恋宿り～銀山夜景～／おもいで縁日” 「細川たかし」 
  “THE IDOLM@STER”シリーズ 
  “炎神戦隊ゴーオンジャー”シリーズ 
  
  ＜映像ソフト＞ 
“いないいないばあっ!”シリーズ   

  “Live DVD 思草歌” 「一青窈」 
  “たゆ たう -GOOD TIME MUSIC of clammbon-” 「clammbon」 
  

・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
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  ＜通販事業＞ 
  明治大学マンドリン倶楽部大全集 

   美空ひばり 昭和を歌う 
   女優 花の恋人たち 
  
  ＜着信うた＞ 
“Jasper”、“STARs”、“Magic Music”「木村カエラ」 

  “ハナミズキ”、“受け入れて”、“つないで手”「一青窈」 
  “銀河鉄道999（THE GALAXY EXPRESS 999）”「ゴダイゴ」 
  
  ＜製造販売受託＞ 
  株式会社よしもとアール・アンド・シー様  

  “放送室” 「松本人志・高須光聖」    
  “LIVE TOUR 2008「冬薔薇ノ誓」at Zepp Tokyo” 「Jealkb」  
  “恋のヘキサゴン” 「Pabo」 
  

総資産は、前連結会計年度末と比較して17億６千６百万円減少し101億２千万円となりました。 
主な増減としては、資産の部では、流動資産の受取手形及び売掛金が期末売上債権の回収により14億５

百万円減少しております。負債の部では、未払金が７億２千３百万円、未払費用が５億４千３百万円減少
しました。また、純資産は、四半期純損失の計上により13億７百万円となりました。 

  

平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）につきましては、本年５月15
日の決算発表時に公表した予想から変更はありません。 
  

  

該当ありません。 
  

該当ありません。 
  

  
①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半
期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
②所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 終改正平成19年
３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委
員会 終改正平成19年３月30日  企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以降に開始す
る連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第
１四半期連結会計期間から同会計基準及び同適用指針を適用しております。また、所有権移転外ファ
イナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる損益への影響は軽微であります。 

  
③当第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適
用しております。評価基準については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりました
が、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法）に変更しております。これによる損益への影響は軽微であります。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,409 2,649 

受取手形及び売掛金 2,905 4,310 

製品 539 590 

原材料 119 112 

仕掛品 608 572 

貯蔵品 0 0 

繰延税金資産 30 33 

前渡金 312 258 

前払費用 322 382 

非継続事業資産 47 45 

その他 114 208 

貸倒引当金 △55 △59 

流動資産合計 7,356 9,104 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 349 353 

機械装置及び運搬具（純額） 32 33 

工具、器具及び備品（純額） 75 78 

土地 0 0 

リース資産（純額） 17 － 

有形固定資産合計 474 466 

無形固定資産 

のれん 461 473 

その他 720 720 

無形固定資産合計 1,182 1,194 

投資その他の資産 

投資有価証券 82 82 

長期貸付金 197 177 

長期前払費用 317 364 

繰延税金資産 49 48 

長期未収入金 303 292 

その他 529 515 

貸倒引当金 △373 △359 

投資その他の資産合計 1,106 1,121 

固定資産合計 2,763 2,782 

資産合計 10,120 11,886 
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（単位：百万円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,333 1,643 

未払金 1,107 1,830 

リース債務 5 － 

未払費用 2,622 3,165 

未払法人税等 13 20 

返品調整引当金 430 610 

非継続事業負債 198 186 

その他 571 354 

流動負債合計 6,281 7,811 

固定負債 

長期未払金 72 85 

リース債務 12 － 

繰延税金負債 0 － 

退職給付引当金 2,445 2,477 

固定負債合計 2,531 2,562 

負債合計 8,812 10,374 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,000 1,000 

資本剰余金 2,187 2,187 

利益剰余金 △1,785 △1,526 

自己株式 △22 △21 

株主資本合計 1,380 1,638 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 0 △0 

為替換算調整勘定 △128 △172 

評価・換算差額等合計 △128 △172 

新株予約権 56 45 

純資産合計 1,307 1,512 

負債純資産合計 10,120 11,886 

コロムビアミュージックエンタテインメント㈱(6791)平成21年３月期 第１四半期決算短信

－ 5 －



(2) 【四半期連結損益計算書】 

    【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円） 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 
至 平成20年6月30日) 

売上高 4,505 

売上原価 2,797 

売上総利益 1,707 

販売費及び一般管理費 

販売費 811 

一般管理費 1,153 

販売費及び一般管理費合計 1,965 

営業損失（△） △257 

受取利息 4 

受取配当金 0 

その他 9 

営業外収益合計 14 

営業外費用 

支払利息 2 

その他 2 

営業外費用合計 5 

経常損失（△） △248 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 2 

特別利益 2 

特別損失 

固定資産除却損 0 

特別損失合計 0 

税金等調整前四半期純損失（△） △246 

法人税、住民税及び事業税 10 

法人税等調整額 2 

法人税等合計 12 

四半期純損失（△） △258 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前四半期連結損益計算書 

「参考」

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日

 至 平成19年６月30日)

区  分 金額(百万円)
百分比

(％)

Ⅰ 売上高 4,406 100.0

Ⅱ 売上原価 2,405 54.6

   売上総利益 2,001 45.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 販売費 850

 ２ 一般管理費 1,194 2,045 46.4

   営業損失(△) △43 △1.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 3

 ２ 受取配当金 0

 ３ 為替差益 0

 ４ 固定資産賃貸収入 80

 ５ その他 5 91 2.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 6

 ２ たな卸資産除却損 12

 ３ 固定資産賃貸関連費用 70

 ４ その他 9 98 2.2

   経常損失(△) △50 △1.1

Ⅵ 特別利益

 １ その他 35 35 0.7

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 1

 ２ 投資有価証券評価損 0 2 0.0

   税金等調整前四半期純損失(△) △18 △0.4

   法人税、住民税及び事業税 7

   法人税等調整額 3 11 0.3

   四半期純損失(△) △29 △0.7
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