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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年8月31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5月期第1四半期 919 ― △251 ― △240 ― △196 ―

20年5月期第1四半期 1,131 △11.5 △158 ― △173 ― △148 ―

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5月期第1四半期 △214.58 ―

20年5月期第1四半期 △420.65 ―

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5月期第1四半期 2,797 734 26.1 755.55
20年5月期 3,846 831 21.4 917.79

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  728百万円 20年5月期  825百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 2,307 ― 418 ― 418 ― 418 ― 445.06
通期 4,129 △3.8 469 ― 469 ― 469 ― 492.69

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  

(注) 詳細は、３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、３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．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、当社が現在入手している情報及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。 
２．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。 
3．1株当たり当期純利益の金額につきましては、株式数の変更により純利益が変更となっております。 
 
 

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 株式会社ジーワン ）

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5月期第1四半期  964,677株 20年5月期  899,027株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  7株 20年5月期  7株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  914,013株 20年5月期第1四半期  352,243株



当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は原油価格をはじめとした原材料の価格高騰や米国に
おけるサブプライムローンの深刻化による国際経済の混乱により、景気の先行きに対する不透明感から景
気の減速感が強まりました。 
 このような経済環境のもと、当社グループは前連結会計年度から継続しておりましたコンテンツ事業か
らの完全撤退を急務とし、かかる整理作業を行ってまいりました。 
 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高につきましては919,550千円、営業損失251,159
千円となりました。また、不採算事業の整理が進捗したことにより当第１四半期連結累計期間においては
持分法投資損失が前連結会計年度に比し大幅に圧縮されたことにより、経常損失240,637千円となりまし
た。貸倒引当金及び退職給付引当金の戻入により173,944千円の特別利益を計上したものの、子会社株式
売却損110,812千円などの特別損失を計上したことにより、四半期純損失は196,127千円となりました。 
また、事業の種類別セグメントごとの状況は次のとおりであります。 

①コンテンツ事業 

当事業では、映像、音楽及び出版事業を行っておりましたが、リクープ（出資額までの回収）が果せな
い作品が恒常的に発生し、当事業から撤退の方針が決定しており、整理作業に移っております。また、当
該方針に基づき当第１四半期連結累計期間において連結子会社であった㈱ジーワンの当社保有の全株式を
売却しておりますが、同社の売却日が平成20年８月29日であり、同日までの損益計算書を連結対象として
おります。この結果、売上高160,328千円、営業損失64,516千円となりました。 

②流通事業 

当事業では、㈱ミュージックランドが店舗で楽器の小売を行っており、同社と当社間において協業プロ
ジェクトを開始し、今後も当社グループの主軸事業としての展開を企図いたしております。この結果、売
上高759,221千円、営業利益15,372千円となりました。 

③その他事業 

〔ファイナンス事業〕 
当事業では㈱アーティストハウスインベストメントに関して、今後当社グループ内において投融資（フ

ァイナンス）事業を担当する企業として国内外事業への投融資を計画いたしておりますが、未だ投融資案
件の精査中であり、当第1四半期連結累計期間には実行には至らず、売上高0千円、営業損失56千円となり
ました。 
  

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結累計期間末の財政状態は、総資産2,797,616千円、負債2,063,123千円、純資産
734,492千円となりました。 
総資産は前連結会計年度末と比較して1,049,081千円の減少となりました。これは主に現金及び預金の

減少並びに連結子会社でありました㈱ジーワンを連結範囲から除外し、諸資産が減少したことによるもの
であります。 
負債は前連結会計年度末と比較して952,397千円の減少となりました。これは主に借入金の返済による

減少並びに連結子会社でありました㈱ジーワンを連結範囲から除外し、諸負債が減少したことによるもの
であります。 
純資産は前連結会計年度末と比較して96,683千円の減少となりました。これは主に増資による99,853千

円の増加があったものの当第１四半期純損失の計上により196,127千円利益剰余金が減少したことによる
ものであります。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）については、営業上
の損失計上等により、営業キャッシュ・フローは69,573千円のマイナスとなり、また連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の売却による支出61,892千円の影響等により、投資キャッシュ・フローも76,402千円のマ
イナスとなりました。財務キャッシュ・フローについては借入金の返済及び社債の償還による支出等によ
り330,146千円のマイナスとなり、現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ476,122
千円減少し、265,550千円となりました 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は69,573千円となりました。これは
主に、破産更生債権等の減少額230,000千円があったものの、税金等調整前四半期純損失が184,276千円と
なったこと、及び未収入金の増加高57,476千円、その他資産の減少額120,850千円があったこと等による
ものであります。 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は76,402千円となりました。これは
主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出61,892千円、敷金保証金差入れによる支出
15,932千円があったこと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） 

当第1四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は330,146千円となりました。これは
株式の発行による収入99,853千円があったものの、短期借入金の返済による支出280,000千円、長期借入
金の返済による支出50,000千円、社債の償還による支出100,000千円があったことによるものでありま
す。 

  

当第１四半期に計画しておりました売却案件及び投資案件の収益実現について一部遅れが生じておりま
すが、第２四半期における実現に向けた準備をいたしておりますので、現時点において平成21年５月期の
第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年７月25日付け決算短信において発
表いたしました連結業績予想から変更いたしておりません。 
なお、当該連結業績予想に修正のある場合には速やかに開示してまいります。 

  
  

連結子会社であった株式会社ジーワンは、当社が保有する同社の全株式を売却したため、当第１四半
期連結累計期間において連結の範囲から除外しております。 
なお、同社の売却日が平成20年８月29日であるため、損益計算書につきましては平成20年６月１日よ

り同日まで連結しております。 
  

該当事項はありません。 

  

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 「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）を当第１四半期連結
会計期間から適用しております。 
なお、これにより、営業利益、経常利益及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。 

  

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

㈱アーティストハウスホールディングス(3716)平成21年５月期第１四半期決算短信

3



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８月31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５月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 265,550 741,673 

売掛金 168,641 216,391 

商品 385,265 386,656 

短期貸付金 549,984 551,773 

繰延税金資産 995 3,312 

その他 179,409 183,381 

貸倒引当金 △629,114 △566,469 

流動資産合計 920,733 1,516,720 

固定資産 

有形固定資産 

建物 291,046 305,629 

減価償却累計額 △160,480 △156,859 

建物（純額） 130,566 148,769 

機械装置及び運搬具 14,285 19,434 

減価償却累計額 △2,378 △3,726 

機械装置及び運搬具（純額） 11,907 15,708 

工具、器具及び備品 13,899 54,116 

減価償却累計額 △11,984 △15,436 

工具、器具及び備品（純額） 1,914 38,680 

土地 1,464,827 1,464,827 

有形固定資産合計 1,609,215 1,667,986 

無形固定資産 

のれん 59,170 342,797 

その他 3,751 12,433 

無形固定資産合計 62,922 355,230 

投資その他の資産 

投資有価証券 24,819 25,095 

長期滞留債権等 887,386 1,117,386 

繰延税金資産 25,444 25,172 

その他 154,480 256,491 

貸倒引当金 △887,386 △1,117,386 

投資その他の資産合計 204,744 306,759 

固定資産合計 1,876,882 2,329,977 

資産合計 2,797,616 3,846,697 
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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８月31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５月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 272,383 289,490 

短期借入金 195,972 475,972 

1年内返済予定の長期借入金 760,000 100,000 

未払金 167,474 217,755 

未払法人税等 12,742 40,467 

返品調整引当金 24,956 14,399 

賞与引当金 5,449 3,754 

その他 94,608 251,942 

流動負債合計 1,533,587 1,393,781 

固定負債 

社債 － 100,000 

長期借入金 － 710,000 

退職給付引当金 － 7,295 

役員退職慰労引当金 27,780 298,730 

繰延税金負債 362,999 363,091 

負ののれん 138,756 142,622 

固定負債合計 529,536 1,621,740 

負債合計 2,063,123 3,015,521 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,068,475 4,018,263 

資本剰余金 2,750,609 2,700,463 

利益剰余金 △6,089,419 △5,893,291 

自己株式 △1,877 △1,877 

株主資本合計 727,788 823,558 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,070 1,555 

評価・換算差額等合計 1,070 1,555 

新株予約権 3,735 4,240 

少数株主持分 1,897 1,822 

純資産合計 734,492 831,176 

負債純資産合計 2,797,616 3,846,697 

㈱アーティストハウスホールディングス(3716)平成21年５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：千円） 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
至 平成20年８月31日) 

売上高 919,550 

売上原価 723,961 

売上総利益 195,589 

返品調整引当金戻入額 14,399 

返品調整引当金繰入額 24,956 

差引売上総利益 185,032 

販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費合計 436,192 

営業損失（△） △251,159 

営業外収益 

受取利息 9,638 

受取配当金 114 

受取地代家賃 9,351 

その他 11,524 

営業外収益合計 30,628 

営業外費用 

支払利息 17,032 

貸倒引当金繰入額 1,299 

為替差損 22 

その他 1,751 

営業外費用合計 20,106 

経常損失（△） △240,637 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 113,194 

役員退職慰労引当金戻入額 60,750 

特別利益合計 173,944 

特別損失 

子会社株式売却損 110,812 

賃貸借契約解約損 6,770 

特別損失合計 117,583 

税金等調整前四半期純損失（△） △184,276 

法人税、住民税及び事業税 9,936 

法人税等調整額 1,839 

法人税等合計 11,776 

少数株主利益 75 

四半期純損失（△） △196,127 
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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６月１日 
至 平成20年８月31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（△） △184,276 

減価償却費 11,097 

のれん償却額 8,589 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △208,415 

返品調整引当金の増減額（△は減少） 10,556 

受取利息及び受取配当金 △9,752 

支払利息 17,032 

持分法による投資損益（△は益） 1,751 

子会社株式売却損益（△は益） 110,812 

売上債権の増減額（△は増加） 4,587 

仕入債務の増減額（△は減少） 32,682 

破産更生債権等の増減額（△は増加） 230,000 

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,973 

未収入金の増減額（△は増加） △57,476 

その他の資産の増減額（△は増加） 120,850 

その他の負債の増減額（△は減少） △87,781 

その他 △3,959 

小計 △18,674 

利息及び配当金の受取額 9,752 

利息の支払額 △30,733 

法人税等の支払額 △29,917 

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,573 

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 △318 

敷金及び保証金の差入による支出 △15,932 

敷金及び保証金の回収による収入 490 

投資事業組合からの分配による収入 1,250 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 

△61,892 

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,402 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の返済による支出 △280,000 

長期借入金の返済による支出 △50,000 

株式の発行による収入 99,853 

社債の償還による支出 △100,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △330,146 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △476,122 

現金及び現金同等物の期首残高 741,673 

現金及び現金同等物の四半期末残高 265,550 
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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。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日） 

当社グループは、前連結会計年度に666,324千円の営業損失、2,235,250千円の当期純損失を計上して
おります。引き続き当第１四半期連結会計期間においても251,159千円の営業損失、196,127千円の四半
期純損失を計上しており、継続的に損失を計上しております。さらに、当第１四半期連結会計期間に
69,573千円のマイナス営業キャッシュ・フローを計上することとなりました。 
 当第１四半期連結会計期間のマイナスの営業キャッシュ・フローの主要因は、赤字事業となっている
コンテンツ事業からの撤退が未だ中途であり、当該マイナス営業キャッシュ・フローを主力事業と位置
付けております流通事業において吸収しきれなかったことにあります。 
 また、連結子会社所有の不動産売却を実行し、同社が負担する金融機関及び当社が負担する㈱クオン
ツへの各々の有利子負債の弁済を予定しておりましたが、取り巻く経済状況悪化が影響し、同不動産の
売却予定が完了しませんでした。金融機関へは繰上返済の申入れをしておりましたが、売却予定が変更
になったことにより、現在協議を行い、遅くとも年内には同不動産の売却をもって返済する予定である
旨、話を進めております。 
 当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を抱かせるものであります。 
 前連結会計年度より行っておりましたコンテンツ事業の整理につきましては、その目処もつき、㈱ツ
ートップ、㈱Ｆｏｕ、㈱翔年社に関しては本年10月８日付で当社が保有する全株式を売却しておりま
す。この売却により一時的な売却損失は発生いたしますが、当該事業からのマイナスの影響は大幅に減
少することを見込んでおります。 
 引き続き前連結会計年度からの方針に基づき、流通事業に区分されます主力事業の㈱ミュージックラ
ンドにつきましては、国内の販売強化及び海外フランチャイズ事業の展開を早期に具体的に推進し、そ
の成長と安定化を図ってまいります。 
 こうした施策の計画的な実施により、当社グループはその収益基盤の改善及び安定した財務体質の構
築を図ることにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しております。 
 従いまして、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の
影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

注記事項

(4) 継続企業の前提に関する注記
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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６月１日 至 平成20年８月31日） 

 
(注) １．事業区分の方法 

事業は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

 
  

b. 所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高に占める割合が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６月１日 至 平成20年８月31日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載省略しております。 
  

該当事項はありません。 
  

  

(5) セグメント情報

コンテンツ 
事業(千円)

流通事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高
 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

160,328 759,221 0 919,550 ― 919,550

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 160,328 759,221 0 919,550 ― 919,550

営業利益又は営業損失(△) △64,516 15,372 △56 △49,200 （201,959） △251,159

（1）コンテンツ事業………
書籍の製作・出版・販売、ビデオ・ＤＶＤの仕入・製造・販売、映画製
作・出資及び映像企画制作、音楽コンテンツのデジタル配信及び音楽企
画制作

（2）流通事業……………… 楽器販売

（3）その他事業……………
ファイナンス事業、投資事業組合への出資を通じた株式売買及び有価証
券の売買、その他金融・投資事業等

(6) 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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前四半期に係る財務諸表等 

 

 
  

「参考資料」

（１）(要約) 前四半期連結損益計算書

前第１四半期連結会計期間
(自 平成19年６月１日
 至 平成19年８月31日)

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高 1,131,611

Ⅱ 売上原価 951,121

売上総利益 180,490

返品調整引当金戻入額 123,661

返品調整引当金繰入額 64,055

差引売上総利益 240,095

Ⅲ 販売費及び一般管理費 399,044

営業損失 158,948

Ⅳ 営業外収益 50,671

Ⅴ 営業外費用 65,366

経常損失 173,643

Ⅵ 特別利益 65,799

Ⅶ 特別損失 25,907

税金等調整前四半期純損失 133,750

法人税、住民税及び事業税 13,007

法人税等調整額 △550

四半期純損失 148,173

（２）継続企業の前提に関する注記

前第１四半期連結会計期間
(自 平成19年６月１日
 至 平成19年８月31日)

 当社グループは、当第１四半期連結会計期間に148,173千円の重要な純損失及び158,948千円の営業損失を計上し

ております。 

 さらに、当第１四半期連結会計期間に△214,739千円と重要なマイナスの営業キャッシュ・フローを計上してお

ります。 

 当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を抱かせるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間のマイナスの営業キャッシュ・フローは主に、人件費、業務委託費及び専門家報酬な

どヒトに関するコストをカバーできなかったことによるものであります。 

 マイナスの営業キャッシュ・フローの改善策として、前連結会計年度に機関決定したコンテンツ事業からの撤退

の過程で、人員削減および家賃等付帯する固定費の削減をはかることでのキャッシュアウトフローの極小化を進め

ております。 

 なお、今後１年間に必要となる資金の創出については、投資有価証券を中心とする保有資産の売却を中心に行っ

ていく方針であり、資産の現金化までの間、一時的に資産を担保として借入を実行することができる体制を整えて

おります。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸

表には反映しておりません。
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