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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 8,993 ― △558 ― △525 ― △149 ―
20年3月期第2四半期 8,723 △27.6 △267 ― △323 ― △311 ―

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2四半期 △0.55 ―
20年3月期第2四半期 △1.15 ―

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2四半期 9,283 1,405 14.5 △30.16
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2四半期  1,341百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 20,000 4.1 △400 ― △400 ― 10 ― 0.04

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、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） 

[（注）１株当たり四半期純利益の算定上の期中平均株式数（四半期連結累計期間）は、８ページ【定性的情報・財務諸表等】 ５．四半期連結財務諸表 （5）その他を
ご覧ください。]  

※ 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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2四半期  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2四半期  202,287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2四半期  168,369,987株 20年3月期第2四半期  168,386,144株
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当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、89億９千３百万円（前年同四半期3.1％増）となりまし
た。これは主に、デジタル事業の売上が前年同四半期に比べ18％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。
しかしながら、自社制作作品につきましては、J-POP・J-ROCK部門は大型作品が少なく、作品の延期、中
止があったことから、計画を下回りました。加えて、特販事業においては、大型作品ならびに音源の企業
向け取引が減少したことから売上は減少しております。 
損益につきましては、演歌・歌謡曲作品、アニメ・教育作品、クラシック作品ならびに国内出版子会

社、海外音楽制作子会社は期首計画を上回る利益を計上することができましたが、J-POP・J-ROCK作品、
特販事業の売上が減少した結果、営業損失は５億５千８百万円（前年同四半期は２億６千７百万円の営業
損失）、経常損失は５億２千５百万円（前年同四半期は３億２千３百万円の経常損失）となりました。ま
た、過年度に見積もり計上していた印税のうち、再計算の結果今後の支払が不要となったことによる戻入
益３億８千４百万円を特別利益として計上したため、四半期純損失は１億４千９百万円（前年同四半期は
３億１千１百万円の四半期純損失）となっております。平成20年10月７日に公表いたしました業績予想の
修正数値と比較し、営業利益で１億４千１百万円、経常利益で１億７千４百万円、四半期純損失で２億５
千万円それぞれ良化いたしました。 
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」のアルバム“演歌名

曲コレクション８～玄海船歌～”、オリコン初登場第４位を獲得したシングル“哀愁の湖”をはじめ、
「大川栄策」のシングル“名残りの桜”、「木村カエラ」のシングル“マスタッシュ”、ＤＶＤ“BEST 
VIDEO  １”、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、“炎神戦隊ゴーオンジャー”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。また、人気キャ
ラクター「まめゴマ」をゲーム化したニンテンドーＤＳソフト「まめゴマ２ うちのコがイチバン!」（ク
リエイティヴ・コア株式会社）が計画を上回る売上となりました。 
当社は、前期において黒字化のためにJ-POP・J-ROCK部門のアーティストラインアップを見直し、ま

た、不採算の洋楽部門を大幅に縮小いたしました。さらに、事業構造をパッケージ中心からエンタテイン
メント事業全般に拡大させるためにセカンドキャリアプログラムを実施いたしました。その成果は、着実
に業績に反映されております。しかしながら、J-POP・J-ROCK部門における新人の発掘、育成の遅れ、ヒ
ット作品に販売が集中するマーケット構造が一段と進行したことにより、安定した業績を計上できるレベ
ルには至りませんでした。 
当社といたしましては、現在、コロムビアグループ全体のさらなる構造改革を検討しております。来期

以降の確実な利益計上のために、市場占有率が高く、利益の確保もしくは伸張が十分可能な分野ならびに
将来の成長が見込める分野に経営資源を集中させてまいります。併せて、不採算部門、営業体制、管理部
門などの見直しを検討しております。その内容につきましては、まとまり次第ご報告させていただきま
す。 
関係各位におかれましては、多大なご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますよう切にお

願いいたします。 

  

（前年同四半期の金額および増減率は参考として記載しております。） 

  

【売上高の貢献主要作品】 
 ＜音楽ソフト＞ 
“玄海船歌／北愁”、“哀愁の湖／夕顔の女(ひと)”、  
“演歌名曲コレクション８～玄海船歌～” 「氷川きよし」  
“名残りの桜／そばにいてね” 「大川栄策」  
“あじさいの宿／おんな花ざかり” 「若山かずさ」  
“BESTYO(べすちょ)” 「一青窈」  
“マスタッシュ／memories” 「木村カエラ」  
“ケモノと魔法” 「原田郁子」  
“旅立ち～足寄より～”、“起承転結11” 「松山千春」  
“THE IDOLM@STER”シリーズ  
“炎神戦隊ゴーオンジャー”シリーズ  
“CREST 1000”シリーズ 
  
  ＜映像ソフト＞ 
“氷川きよし・スペシャルコンサート2007 きよしこの夜Vol.7” 「氷川きよし」  
“BEST VIDEO １” 「木村カエラ」  
“いないいないばあっ!”シリーズ  
“歌劇 『ファルスタッフ』コヴェント・ガーデン王立歌劇場1999” ＜クリエイティヴ・コア＞  
  

・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＞ 
井上宗孝とシャープ・ファイヴ－Electric Guitar Sensation－  
明治大学マンドリン倶楽部大全集～華麗なるマンドリンの世界～  
歌謡曲で踊ろう！ 

  
  ＜着信うた＞ 
“Jasper”、“STARs” 「木村カエラ」  
“ハナミズキ”、“もらい泣き” 「一青窈」  
“夏祭り”、“にちようび” 「ジッタリン・ジン」  
“六甲おろし” 「唐渡吉則」 
  
  ＜ゲームソフト＞ 
ニンテンドーＤＳソフト“まめゴマ２ うちのコがイチバン!”    ＜クリエイティヴ・コア＞  
ニンテンドーＤＳソフト“みんなのＤＳゼミナールカンタン音楽力” ＜クリエイティヴ・コア＞  
  
  ＜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”シリーズ 「松本人志・高須光聖」 
“人志松本のすべらない話”シリーズ 「松本人志 他」 
“陽は、また昇る” 「アラジン」 

  

総資産は、前連結会計年度末と比較して26億３百万円減少し92億８千３百万円となりました。 
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15億５

千７百万円減少しております。負債の部では、未払金が７億１千３百万円、未払費用が10億１千５百万円
減少しました。また、純資産は、四半期純損失の計上により14億５百万円となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間の業績は平成20年10月７日に公表いたしました数値より良化いたしました。
しかしながら、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、現在、事業構造の見直しを行っており、その結果、営業利益、経常利益は変更ありませんが、当期純
利益には影響をあたえる恐れがあることから、通期の業績予想については変更いたしておりません。事業
構造改革の内容がまとまり次第、併せてご報告させていただきます。 
  

  

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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
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」(企業会計基準委員会 平
成19年３月14日 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、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」（企業会計基準委員会 平成18年
７月５日 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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 1,864 2,649 

受取手形及び売掛金 2,753 4,310 

商品及び製品 530 590 

仕掛品 612 572 

原材料及び貯蔵品 114 113 

繰延税金資産 36 33 

前渡金 283 258 

前払費用 349 382 

非継続事業資産 － 45 

その他 144 208 

貸倒引当金 △56 △59 

流動資産合計 6,634 9,104 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 340 353 

機械装置及び運搬具（純額） 33 33 

工具、器具及び備品（純額） 73 78 

土地 0 0 

リース資産（純額） 20 － 

有形固定資産合計 468 466 

無形固定資産 

のれん 448 473 

その他 710 720 

無形固定資産合計 1,159 1,194 

投資その他の資産 

投資有価証券 76 82 

長期貸付金 183 177 

長期前払費用 269 364 

繰延税金資産 52 48 

長期未収入金 309 292 

その他 516 515 

貸倒引当金 △387 △359 

投資その他の資産合計 1,021 1,121 

固定資産合計 2,648 2,782 

資産合計 9,283 11,886 
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(単位：百万円) 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 1,115 1,643 

未払金 1,117 1,830 

リース債務 8 － 

未払費用 2,149 3,165 

未払法人税等 31 20 

返品調整引当金 357 610 

非継続事業負債 192 186 

その他 447 354 

流動負債合計 5,420 7,811 

固定負債 

長期未払金 57 85 

リース債務 20 － 

退職給付引当金 2,378 2,477 

固定負債合計 2,457 2,562 

負債合計 7,877 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 △1,675 △1,526 

自己株式 △22 △21 

株主資本合計 1,488 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 △146 △172 

評価・換算差額等合計 △146 △172 

新株予約権 63 45 

純資産合計 1,405 1,512 

負債純資産合計 9,283 11,886 
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(2)【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 8,993 

売上原価 5,655 

売上総利益 3,338 

販売費及び一般管理費 

販売費 1,590 

一般管理費 2,306 

販売費及び一般管理費合計 3,896 

営業損失（△） △558 

営業外収益 

受取利息 11 

受取配当金 0 

受取手数料 8 

その他 18 

営業外収益合計 38 

営業外費用 

支払利息 3 

その他 1 

営業外費用合計 5 

経常損失（△） △525 

特別利益 

過年度損益修正益 384 

貸倒引当金戻入額 2 

その他 20 

特別利益合計 406 

特別損失 

固定資産除却損 0 

投資有価証券評価損 6 

和解金 5 

特別損失合計 12 

税金等調整前四半期純損失（△） △131 

法人税、住民税及び事業税 24 

法人税等調整額 △7 

法人税等合計 17 

四半期純損失（△） △149 
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 4,488 

売上原価 2,857 

売上総利益 1,630 

販売費及び一般管理費 

販売費 778 

一般管理費 1,152 

販売費及び一般管理費合計 1,930 

営業損失（△） △300 

営業外収益 

受取利息 6 

受取手数料 8 

その他 8 

営業外収益合計 23 

営業外費用 

支払利息 1 

その他 △1 

営業外費用合計 △0 

経常損失（△） △277 

特別利益 

過年度損益修正益 384 

貸倒引当金戻入額 △0 

その他 20 

特別利益合計 404 

特別損失 

投資有価証券評価損 6 

和解金 5 

特別損失合計 12 

税金等調整前四半期純利益 114 

法人税、住民税及び事業税 14 

法人税等調整額 △9 

法人税等合計 5 

四半期純利益 109 

- 7 -

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２四半期決算短信



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

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」(企業会計基準委員会 平成19

年３月14日 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。 

  

１株当たり四半期純利益算定上の普通株式期中平均株式数は、以下のとおりであります。 

 
  

(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

(5) その他

項目 21年３月期第２四半期 20年３月期第２四半期

普通株式期中平均株式数

普通株式 168,369,987 168,386,144

Ａ種優先株式(普通株式転換後) 101,695,253 101,695,253

合 計 270,065,240 270,081,397
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（要約）前中間連結損益計算書 

「参考」

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

区  分 金額(百万円)
百分比

(％)

Ⅰ 売上高 8,723 100.0

Ⅱ 売上原価 4,905 56.2

   売上総利益 3,817 43.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 販売費 1,660

 ２ 一般管理費 2,424 4,084 46.9

   営業損失(△) △267 △3.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 13

 ２ 受取配当金 0

 ３ 為替差益 0

 ４ 固定資産賃貸収入 113

 ５ その他 8 136 1.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 11

 ２ たな卸資産除却損 32

 ３ 固定資産賃貸関連費用 133

 ４ その他 14 192 2.2

   経常損失(△) △323 △3.7

Ⅵ 特別利益

 １ 未払債務清算益 35

 ２ その他 0 35 0.4

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

   税金等調整前中間純損失(△) △290 △3.3

   法人税、住民税及び事業税 17

   法人税等調整額 2 20 0.2

   中間純損失(△) △311 △3.5
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