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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）

営業収入 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 4,924 ― △41 ― △44 ― △267 ―

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

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 △34.55 ―

20年3月期第1四半期 △9.76 ―

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 17,354 10,704 59.9 1,341.35
20年3月期 17,484 10,933 61.8 1,393.26

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,396百万円 20年3月期  10,799百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 20.00 30.00

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  
 

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

第2四半期連結累計期間 13,100 ― 1,320 ― 1,300 ― 580 ― 74.83
通期 25,900 9.4 2,160 79.9 2,150 78.5 1,050 80.2 135.46

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）  有  

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

(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 
１．平成20年５月12日に公表いたしました連結業績予想は修正しておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当企業グループが現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際 
  の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきましては、４ページ【定性 
  的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．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）および「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。  

新規 1 社 （社名 株式会社Ａ－Sketch ） 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 無

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  7,759,800株 20年3月期  7,759,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  8,715株 20年3月期  8,675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  7,751,112株 20年3月期第1四半期  7,751,303株
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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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原材料価格の高騰や米国経済の減速懸念が影響し、企業収益

の減少に加え、設備投資や個人消費の伸びも鈍化し、景気の下振れリスクが高まっております。

このような状況におきまして、当社グループは、平成20年４月に設立いたしました㈱Ａ‐Ｓｋｅｔｃｈ（エー・

スケッチ）、㈱アズィール、平成19年１月に設立いたしましたタイシタレーベルミュージック㈱の３社が新たに連

結子会社に加わり、今後の中核事業と位置づけている音楽事業の進化を見据え、新たな事業展開に取り組んでまい

りました。なお、当第１四半期連結会計期間における新連結子会社の事業活動につきましては、新規事業確立を目

指し体制強化に尽力した結果、計画どおりでありますが、先行的な投資コストが発生し減益要因となっております。

当第１四半期連結会計期間におきましては、大型のコンサートツアーや舞台公演は実施致しませんでしたが、サ

ザンオールスターズのデビュー３０周年記念として初の着うたフル（Ｒ）配信や、従来のオンラインショッピング

サイトの利便性やエンターテインメント性を更に高めリニューアルオープンした、「ＡＳＭＡＲＴ（アスマート）」

の展開など、時代に即したサービスを意識し、配信事業やコンシューマ事業の強化を図ってまいりました。また、

当社アーティストから派生するコンテンツ作品をグループ企業が積極的に取り扱うことで、シナジーを高め事業効

率の向上を図ってまいりました。

なお、当第１四半期連結会計期間から適用される「棚卸資産の評価に関する会計基準」を踏まえ、当第１四半期

連結会計期間において、期首に係わるたな卸資産の評価を行った結果、たな卸資産に対する評価減を実施すること

といたしました。この結果、たな卸資産評価損２億７千８百万円を特別損失として計上しております。

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の当社グループの経営成績は、大型のコンサートツアーや舞台公演の

実施がなかったことにより、営業収入49億２千４百万円（前年同期比15.6％減）、営業損失は大型イベント実施が

なかったことや新連結子会社の先行的な投資コスト発生がありましたが、コンテンツ事業の増収効果もあり、４千

１百万円（前年同期は７千万円の営業損失）と、増益になりました。経常損失は４千４百万円（前年同期は６千７

百万円の営業損失）、たな卸資産に対する評価減の実施により、四半期純損失は２億６千７百万円（前年同期は７

千５百万円の四半期純損失）とほぼ計画どおりとなりました。

 

事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。

 

〔アーティストマネージメント事業〕

 

当事業による営業収入につきましては、音楽事業につきましては、桑田佳祐ＤＶＤコンプリートパッケージの印

税収入や前期に引き続き「おしりかじり虫」を中心に、配信収入が好調であり増収となりました。また、映画、舞

台、ＴＶドラマなどのメディア出演が拡大し好調でありました。しかしながら、前年同期と比較し大型のコンサー

トツアーや舞台公演がなかったことにより、減収となりました。

営業利益につきましては、大型のイベントはありませんでしたが、効果的な事業の選択と集中により、利益率は

向上しております。しかしながら、連結子会社の先行投資によるコストアップがあり、全体としては減益となりま

した。

この結果、営業収入18億６百万円（前年同期比40.8％減）、営業利益３千３百万円（前年同期比73.7％減）とな

りました。

（株）アミューズ（4301）平成21年３月期　第１四半期決算短信



〔メディアビジュアル事業〕

当事業による営業収入につきましては、寺脇康文主演邦画「相棒‐劇場版」の興行収入、福山雅治主演ドラマ「ガ

リレオ」、上野樹里主演ドラマ「のだめカンタービレｉｎヨーロッパ」、海外ドラマ「ＧＡＬＡＣＴＩＣＡギャラ

クティカ」のＤＶＤ販売など、グループシナジーを効かせたラインナップ展開により堅調に推移し増収増益となり

ました。

この結果、営業収入26億２千万円（前年同期比5.1％増）、営業利益６千１百万円（前年同期比24.1％増）となり

ました。

 

〔コンテンツ事業〕

当事業による営業収入につきましては、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ますが、新たな連結子会社が加わったこと

や、旧譜楽曲の音楽配信、権利販売を拡大したことにより、増収増益となりました。

この結果、営業収入４億９千７百万円（前年同期比69.9％増）、営業利益１億１百万円（前年同期比181.4％増）

となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末の総資産は173億５千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億３千万円減少い

たしました。主な減少の要因は、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用し、たな卸資産評価損を計上したこ

とにより流動資産「商品」が減少したことなどによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の負債は66億５千万円となり、前連結会計年度末に比べ９千８百万円増加いたしま

した。主な要因は、固定負債「役員退職慰労引当金」の減少がありましたが、流動負債「短期借入金」の増加など

により、全体としては増加しております。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は107億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億２千８百万円減少い

たしました。主な要因は、「四半期純損失」の計上などによるものであります。この結果、自己資本比率は59.9％

となりました。

 

（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

連結範囲の変更に伴う現金および現金同等物の増加要因もあり、３億６千９百万円増加し、当第１四半期連結会計

期間末には21億９百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記のとおりであります。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

営業活動の結果使用した資金は７億３千万円となりました。

これは、主に営業債権の減少に伴う資金増加がありましたが、税金等調整前四半期純損失、営業債務の減少に伴

う資金減少および法人税等の支払額による資金減少等が上回ったことによるものであります。

 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

投資活動の結果使用した資金は３億４千５百万円となりました。

これは、主に子会社株式の取得による支出、無形固定資産の取得による支出に伴う資金減少等によるものであり

ます。

 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

財務活動の結果得られた資金は12億６千８百万円となりました。

これは、主に短期借入金による資金増加、少数株主からの払込みによる収入に伴う資金増加等によるものであり

ます。
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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20年５月13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）

当第１四半期連結会計期間より、平成20年４月１日に新規設立しました㈱Ａ－Ｓｋｅｔｃｈを連結の範囲に含

めております。

　なお、特定子会社のほかに、平成20年４月１日に新規設立しました㈱アズィール、非連結子会社でありました

㈱タイシタレーベルミュージックは重要性が増したためそれぞれ当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含

めております。　

新規連結子会社

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

関係内容

㈱Ａ－Ｓｋｅｔｃｈ

（注）２、４　
東京都渋谷区 450,000

アーティストマ

ネージメント事業

コンテンツ事業

66.0 役員の兼任１名

㈱アズィール

（注）２　
東京都渋谷区 90,000

アーティストマ

ネージメント事業

コンテンツ事業

100.0 －

㈱タイシタレーベル

ミュージック

（注）３　

東京都渋谷区 90,000

アーティストマ

ネージメント事業

コンテンツ事業

60.0 －

　（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．平成20年４月１日に新規設立により、連結子会社になったものであります。

３．非連結子会社より重要性が増したため、連結子会社となったものであります。

４．㈱Ａ－Ｓｋｅｔｃｈは、特定子会社に該当しております。

５．上記会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。

（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

　該当事項はありません。
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（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

・会計処理基準に関する事項の変更

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．たな卸資産の評価基準および評価方法については、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商

品は主として総平均法による原価法、製品および仕掛品は主として個別法による原価法によっておりましたが、当

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、商品は主として総平均法による原価法（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）、製品および仕掛品は主として個別法による原価法（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）により算定しております。

　これにより、営業損失および経常損失は8,623千円、税金等調整前四半期純損失は、287,314千円それぞれ増加し

ております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、軽微であります。

３．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」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以

後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リース取引開始日が適用初年度開始後の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

これらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。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。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

　これらの結果、従来の方法によった場合に比べてまして、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益

に与える影響はありません。

４．当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　なお、これによる当第１四半期連結会計期間においての影響額はありません。
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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：千円）

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 2,211,592 1,855,865

受取手形及び営業未収入金 2,090,148 2,628,683

商品 3,660,659 3,974,809

製品 95,602 96,622

仕掛品 3,428,975 3,145,803

貯蔵品 36,276 32,284

その他 1,304,809 1,208,614

貸倒引当金 △7,898 △4,508

流動資産合計 12,820,167 12,938,174

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 710,666 724,464

土地 1,119,539 1,123,113

その他（純額） 73,135 61,098

有形固定資産合計 1,903,341 1,908,676

無形固定資産 301,087 299,948

投資その他の資産   

投資有価証券 847,218 741,100

その他 1,587,186 1,704,319

貸倒引当金 △104,289 △107,316

投資その他の資産合計 2,330,116 2,338,102

固定資産合計 4,534,544 4,546,727

資産合計 17,354,712 17,484,902
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（単位：千円）

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   

営業未払金 2,869,437 3,495,659

短期借入金 2,300,000 1,100,000

未払法人税等 21,309 211,602

返品調整引当金 25,324 41,264

その他 739,711 616,194

流動負債合計 5,955,782 5,464,719

固定負債   

退職給付引当金 564,990 632,677

役員退職慰労引当金 37,122 359,169

その他 92,490 95,276

固定負債合計 694,603 1,087,123

負債合計 6,650,385 6,551,843

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,587,825 1,587,825

資本剰余金 1,694,890 1,694,890

利益剰余金 7,200,264 7,537,977

自己株式 △17,806 △17,737

株主資本合計 10,465,172 10,802,954

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,222 57,797

為替換算調整勘定 △105,474 △61,450

評価・換算差額等合計 △68,252 △3,653

少数株主持分 307,405 133,757

純資産合計 10,704,326 10,933,058

負債純資産合計 17,354,712 17,484,902
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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) 

営業収入 4,924,924

営業原価 3,925,322

営業総利益 999,602

返品調整引当金戻入額 15,940

差引営業総利益 1,015,542

販売費及び一般管理費 1,057,361

営業損失（△） △41,818

営業外収益  

受取利息 3,636

受取配当金 1,597

その他 4,576

営業外収益合計 9,811

営業外費用  

支払利息 8,153

その他 4,351

営業外費用合計 12,505

経常損失（△） △44,512

特別損失  

たな卸資産評価損 278,690

特別損失合計 278,690

税金等調整前四半期純損失（△） △323,203

法人税、住民税及び事業税 22,884

法人税等調整額 △58,855

法人税等合計 △35,971

少数株主損失（△） △19,392

四半期純損失（△） △267,838
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △323,203

減価償却費 31,760

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,365

退職給付引当金の増減額（△は減少） △67,687

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △322,047

返品調整引当金の増減額（△は減少） 15,940

受取利息及び受取配当金 △5,234

支払利息 8,153

営業債権の増減額（△は増加） 664,441

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,005

その他の流動資産の増減額（△は増加） 136,660

営業債務の増減額（△は減少） △810,973

その他の流動負債の増減額（△は減少） 103,132

その他 17,183

小計 △521,503

利息及び配当金の受取額 5,257

利息の支払額 △8,168

法人税等の支払額 △206,090

営業活動によるキャッシュ・フロー △730,505

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △26,032

無形固定資産の取得による支出 △72,699

子会社株式の取得による支出 △195,000

貸付けによる支出 △182,693

貸付金の回収による収入 178,399

その他 △47,966

投資活動によるキャッシュ・フロー △345,991

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,200,000

自己株式の取得による支出 △67

配当金の支払額 △77,891

少数株主への配当金の支払額 △1,044

少数株主からの払込みによる収入 153,000

その他 △5,147

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,268,850

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 186,197

現金及び現金同等物の期首残高 1,739,545

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

183,755

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,109,497
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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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

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
1,806,594 2,620,671 497,658 4,924,924 － 4,924,924

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高
5,639 1,421 2,515 9,576 (9,576) －

計 1,812,234 2,622,092 500,173 4,934,500 (9,576) 4,924,924

営業利益（△損失） 33,437 61,127 101,733 196,298 (238,116) △41,818

(注）　1.　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2.　各事業の主な内容

(1）アーティストマネージメント事業

アーティスト活動によるコンサート、舞台等の収入、舞台及びイベントの企画・制作による収入、テレビ・

ラジオ・コマーシャル出演収入、ファンクラブ会員収入及び各種キャラクター商品販売収入、レコード原盤

の制作・配信や著作権管理等による新譜の印税収入

(2）メディアビジュアル事業

テレビ等の番組制作収入、映画製作及び配給収入、映像作品の制作、ビデオカセット・ＤＶＤ等の仕入・製

造・販売

(3）コンテンツ事業

旧譜のレコード原盤権と著作権管理等による印税収入、映画・映像作品等の活用による収入（初回収益計上

日より２年超経過分）

 

ｂ．所在地別セグメント情報

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

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

 

ｃ．海外売上高

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）

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

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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（７）重要な後発事象

　当社は、平成20年８月12日開催の取締役会において、当社が保有する㈱コマ・スタジアムの全株式につい

て東宝㈱が実施する公開買付けに応募することを決議いたしました。

 （公開買付への応募の概要）

応募前の所有株式数　103,500株（持株比率8.9％）

応募予定株式数　　　103,500株（持株比率8.9％）

応募後の所有株式数　　　　0株

 （公開買付日程）

平成20年　７月22日　公開買付け発表

平成20年　７月23日　公開買付け開始告示日

平成20年　８月25日　公開買付け期間末日

平成20年　９月２日　公開買付け決済開始日

　本公開買付けに対する応募により、当社が保有する㈱コマ・スタジアム株式の全てを譲渡した場合は、投

資有価証券売却益５億６千１百万円の特別利益が発生する見込みです。

　なお、本公開買付けは買付け予定株数の下限が設定されており、下限に満たない場合は全ての買付けを行

わないとされております。従って、現時点においては本公開買付けの成立が確定しておりませんので、確定

した時点で、速やかにお知らせいたします。　
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　営業収入 5,837,540

Ⅱ　営業原価 4,765,036

営業総利益 1,072,504

返品調整引当金繰入額 43,670

差引営業総利益 1,028,834

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,099,341

営業損失 70,507

Ⅳ　営業外収益 8,699

　受取利息　 2,613

　受取配当金 1,473

　その他 4,611

Ⅴ　営業外費用 5,889

　支払利息 2,824

　その他 3,064

経常損失 67,697

Ⅵ　特別利益 5,795

　貸倒引当金戻入益 5,795

税金等調整前四半期純損失 61,902

法人税、住民税及び事業税 45,648

法人税等調整額 △121,489

少数株主損失 30,714

四半期純損失 75,600
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（２）セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～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
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