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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）

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2四半期 14,790 ― 2,010 ― 2,006 ― 1,023 ―

20年3月期第2四半期 11,006 4.1 264 96.2 265 90.0 163 154.6

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 132.06 ―

20年3月期第2四半期 21.15 ―

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 20,660 12,060 56.9 1,517.34
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2四半期  11,760百万円 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  有  

  21年３月期期末配当金（予想）の内訳  普通配当  10円00銭  記念配当  15円00銭 
※平成20年５月13日に公表しました21年３月期期末配当金（予想）を修正しております。なお、当該予想値の修正に関する事項は、本日付（平成20年11月11日）で同時に 
  公表いたしました「平成21年３月期期末配当予想の修正（増額）に関するお知らせ」をご参照ください。  

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 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 25.00 35.00

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  有  
 

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

通期 29,300 23.7 2,850 137.4 2,840 135.7 1,470 152.3 189.65

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、５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  

（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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） 

(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13日に公表しました連結通期業績予想を修正しております。なお、当該予想値の修正に関する事項は、本日付（平成20年11月11日）で同時に公表いた 
  しました「平成21年３月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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2四半期  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2四半期  8,755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2四半期  7,751,088株 20年3月期第2四半期  7,751,378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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原材料価格の高騰や米国発の金融混乱による世界経済の悪化

もあり、企業の設備投資減少や個人消費が弱含みで推移するなど景気の減速感が強まっております。

当社グループを取り巻く事業環境は音楽業界におきましては、レコードメーカーのＣＤ出荷実績は邦楽が堅調で

あったことに対し、洋楽の世界的な市場落ち込みの影響もあり全体としては依然低調でありましたが、有料音楽配

信に関しましては、着うたフル（Ｒ）を中心に市場拡大が続いております。映像ビデオソフト市場におきましては、

一部ジャンルを除き邦画、洋画ともに低調に推移しております。

このような状況におきまして、当社は創業30周年を迎え、次世代の事業展開やグループ経営体制確立を目的とし

て平成20年７月に組織変更を行いました。また、音楽事業の進化を目的に設立した子会社３社を連結に加え、激変

している音楽市場において新たな事業基盤を創出すべく尽力してまいりました。

当第２四半期連結累計期間におきましては、ビデオソフト市況の悪化の影響を受け、メディアビジュアル事業で

減収となりましたが、アーティストマネージメント事業においてサザンオールスターズやポルノグラフィティの大

型のコンサートなどライブエンターテインメント活動を積極展開し、その結果、アーティストグッズの売上も含め

好調に推移したこと、音楽系、役者系の若手アーティストによるＴＶ・ＣＭ出演等が拡大したこと、コンテンツ事

業におきましては、連結子会社が好調であったこと、旧譜楽曲の原盤印税収入、著作権印税収入の増加したことが

主要な増収増益要因となりました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は、営業収入147億９千万円（前年同期比

34.4％増）、メディアビジュアル事業の減益要因はありましたが、上記増収増益要因により営業利益20億１千万円

（前年同期比660.8％増）、経常利益は20億６百万円（前年同期比656.9％増）、四半期純利益は、投資有価証券売

却益などの特別利益や資産の整理等財務体質強化の為の特別損失もあり、10億２千３百万円（前年同期比524.5％

増）となり前期に比べ大幅な増益となりました。

 

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〕

当事業につきましては、イベント収入、商品売上収入、印税収入（新譜）が好調でありましたことにより、大幅

な増収増益となりました。

イベント収入につきましては、サザンオールスターズの大型野外コンサート「真夏の大感謝祭」をはじめ、ポル

ノグラフィティ、ＢＥＧＩＮ、Ｐｅｒｆｕｍｅなど、またそれらコンサート会場や当社オンラインショッピングサ

イトでのアーティストグッズ販売やファンクラブ会員入会も含め好調であり、大幅な増収増益要因となりました。

印税収入につきましては、オリコンチャート第１位を獲得いたしましたＰｅｒｆｕｍｅＣＤアルバム「ＧＡＭＥ」、

桑田佳祐ＤＶＤコンプリートパッケージに加え、配信収入の拡大により好調に推移いたしました。また、福山雅治

のＣＭ出演をはじめ、上野樹里、佐藤健、三浦春馬など若手アーティストのＴＶ、ＣＭ出演等も増収となりました。

この結果、営業収入88億５千６百万円（前年同期比57.6％増）、営業利益は26億１千２百万円（前年同期比

385.5％増）となりました。

 

〔メディアビジュアル事業〕

当事業につきましては、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」や海外ドラマ「コーヒープリンス１号店」、「ＧＡＬ

ＡＣＴＩＣＡギャラクティカ」などのＤＶＤ販売は堅調でありましたが、ビデオソフト市況の悪化の影響や、当社

が制作しておりますテレビ番組作品の減少や製作・出資いたしました映画作品のコストアップ要因があり減収減益

となりました

この結果、営業収入46億５千１百万円（前年同期比1.5％減）、営業損失３億２千４百万円（前年同期は１億１

千４百万円の営業利益）となりました。
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〔コンテンツ事業〕

当事業につきましては、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、増収増益となりました。

主に、新たな連結子会社が加わったことや初の試みとしてサザンオールスターズの旧譜楽曲の着うたフル（Ｒ）配

信展開、その他旧譜楽曲の音楽ＣＤ・ＤＶＤ販売による原盤印税収入、著作権収入が好調に推移したことによるも

のです。

この結果、営業収入12億８千２百万円（前年同期比94.1％増）、営業利益２億８千２百万円（前年同期比

110.6％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２四半期連結累計期間末の総資産は206億６千万円となり、前連結会計年度末に比べ31億７千５百万円増加

いたしました。主に、特別損失に計上しました「たな卸資産評価損」および「ビデオカセット販売事業撤退損」に

よる流動資産「商品」の減少、投資有価証券の売却による固定資産「投資有価証券」の減少要因などがありました

が、営業活動に伴う流動資産「現金及び預金」の増加や流動資産「営業未収入金」の増加要因などにより、全体と

しましては増加しております。

当第２四半期連結累計期間末の負債は86億円となり、前連結会計年度末に比べ20億４千８百万円増加いたしまし

た。主に、流動負債「短期借入金」の減少および固定負債「役員退職慰労引当金」の減少要因などがありましたが、

営業活動に伴う流動負債「営業未払金」の増加や流動負債「未払法人税等」の増加要因などにより、全体としまし

ては増加しております。

当第２四半期連結累計期間末の純資産は120億６千万円となり、前連結会計年度末に比べ11億２千６百万円増加

いたしました。主な要因は、「四半期純利益」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

56.9％となりました。

 

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結累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及び現金同等物の増加要因もあり、25億９千２百万円増加し、当第２四半期連結累計期

間末には43億３千２百万円となりました。

当第２四半期連結累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＞

営業活動の結果得られた資金は24億１千３百万円となりました。

これは、主に営業債権の増加による資金減少要因などがありましたが、営業債務の増加による資金増加や税金等

調整前四半期純利益による資金増加要因などが大きく起因し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＞

投資活動の結果得られた資金は３億３千３百万円となりました。

これは、主に貸付けによる支出、子会社株式の取得による支出など資金減少要因がありましたが、投資有価証券

の売却、貸付金の回収および子会社株式の売却による収入などの資金増加要因が大きく起因したことによるもので

あります。

 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

財務活動の結果使用した資金は３億３千４百万円となりました。

これは、主に少数株主からの払込による収入がありましたが、短期借入金の返済による資金減少要因などによる

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

下期の当社グループを取り巻く環境は厳しい状態が継続するものと懸念されます。

このような状況の中、当社グループのアーティストマネージメント事業におきましては、福山雅治、桑田佳祐、

ポルノグラフィティ、ＢＥＧＩＮなどのアーティストによる年末ライブやコンサートツアー、また騎馬オペラ「Ｚ

ｉｎｇａｒｏ」といった海外招聘作品の公演を予定しております。また、ＣＤ発売による印税収入におきましては

既に発売しております、サザンオールスターズ「Ｉ ＡＭ ＹＯＵＲ ＳＩＮＧＥＲ」、福山雅治「想 －ｎｅｗ ｌ

ｏｖｅ ｎｅｗ ｗｏｒｌｄ－」、福山雅治プロデュースＫＯＨ＋（コウプラス）「最愛」、ＢＥＧＩＮ「ビギンの

一五一会２」、Ｐｅｒｆｕｍｅ「ｌｏｖｅ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ」などのＣＤが堅調に推移し、今下期もサザンオー

ルスターズのＬＩＶＥ ＤＶＤ「真夏の大感謝祭 ＬＩＶＥ」、Ｐｅｒｆｕｍｅ「Ｄｒｅａｍ Ｆｉｇｈｔｅｒ」な

どの発売を計画しております。

４月に設立いたしました新連結子会社、㈱Ａ－Ｓｋｅｔｃｈにおきましては新人アーティストｆｌｕｍｐｏｏｌ

（フランプール）のＤＯＷＮＬＯＡＤシングル「花になれ」、「Ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｒａｉｎ～ひかりの橋～」、

「Ｕｎｒｅａｌ」、ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ「感情エフェクト」の発売を計画しております。

ＣＭやＴＶ・映画への出演事業に関しましては、映画やドラマ・バラエティへ出演中の三宅裕司、福山雅治、寺

脇康文のほか、平岡祐太、三浦春馬、吉高由里子、佐藤健などの若手アーティストの出演増加により順調に推移す

る予定です。以上のような状況から、アーティストマネージメント事業におきましては前期より増収増益となる予

定です。

メディアビジュアル事業におきましては、ＤＶＤの廉価販売強化やアーティストマネージメントとのシナジーを

効かせた作品を積極的に展開する計画をしており、映画事業に関しては現在公開中の福山雅治主演映画「容疑者Ｘ

の献身」や「おくりびと」、「パコと魔法の絵本」など製作出資や、ＤＶＤ販売に関しては「容疑者Ｘの献身」、

サザンオールスターズの楽曲をモチーフにした大泉洋主演ドラマ「ｔｈｅ波乗りレストラン」、吉高由里子主演映

画「蛇にピアス」、邦画「おくりびと」、「パコと魔法の絵本」、「ぐるりのこと」などの販売を計画しており、

順調に推移する予定です。以上のような状況から、前期より増収見込みでありますが、上期営業損失の影響を受け、

減益となる予定です。

コンテンツ事業におきましては、ポルノグラフィティのベストアルバム「ＰＯＲＮＯ ＧＲＡＦＦＩＴＴＩ ＢＥ

ＳＴ ＡＣＥ」「ＰＯＲＮＯ ＧＲＡＦＦＩＴＴＩ ＢＥＳＴ ＪＯＫＥＲ」の他、権利保有作品の更なる活用を目的

に、引き続き当社公式サイト「アミュモバ☆フル」や「ｓａｓ－ｆａｎ．ｎｅｔ」などアーティスト公式サイトの

活用を中心に、他社との連携強化を継続し、音楽配信などを積極的に展開していく計画であり、既に、他社と連携

してサザンオールスターズの旧譜楽曲100曲を着うたフル（Ｒ）で配信し、順調に推移しております。以上のよう

な状況からコンテンツ事業におきましては前期より増収増益となる予定です。

以上のような各セグメントの状況から通期の業績見通しは営業収入293億円（前期比23.7%増）、営業利益は28億

５千万円（前期比137.4%増）、経常利益28億４千万円（前期比135.7%増）、当期純利益につきましては、投資有価

証券売却益などの特別利益や資産の整理等財務体質強化の為の特別損失もありましたが、計画に比べ純利益の向上

に寄与し、14億７千万円（前期比152.3%増）を予定しており大幅な増収増益となる予定です。

当社グループは、グループの各機能とシナジーの更なる強化を経営方針として掲げ、あらゆる人々が喜びを共有

できるようなエンターテインメント事業の創出をグループ一丸となり展開していく予定です。

※最近の業績の動向等を踏まえ、平成20年５月13日に公表しました通期業績予想を修正しております。本日付（平成

20年11月11日）で同時に公表いたしました「平成21年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」を併せてご参照

ください。
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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）

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 役員の兼任１名

　（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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益および経常利益は209,877千円、税金等調整前四半期純利益

は、488,567千円それぞれ減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、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．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２四半期連結累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 4,442,624 1,855,865

受取手形及び営業未収入金 3,744,021 2,628,683

商品 3,537,627 3,974,809

製品 75,096 96,622

仕掛品 3,037,435 3,145,803

貯蔵品 14,712 32,284

その他 1,462,156 1,208,614

貸倒引当金 △18,459 △4,508

流動資産合計 16,295,214 12,938,174

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 717,857 724,464

土地 1,121,134 1,123,113

その他（純額） 67,688 61,098

有形固定資産合計 1,906,680 1,908,676

無形固定資産 299,216 299,948

投資その他の資産   

投資有価証券 590,374 741,100

その他 1,677,092 1,704,319

貸倒引当金 △107,744 △107,316

投資その他の資産合計 2,159,722 2,338,102

固定資産合計 4,365,619 4,546,727

資産合計 20,660,834 17,484,902
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（単位：千円）

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   

営業未払金 5,553,271 3,495,659

短期借入金 700,000 1,100,000

未払法人税等 965,155 211,602

返品調整引当金 27,872 41,264

その他 643,442 616,194

流動負債合計 7,889,742 5,464,719

固定負債   

退職給付引当金 580,701 632,677

役員退職慰労引当金 40,535 359,169

その他 89,844 95,276

固定負債合計 711,081 1,087,123

負債合計 8,600,823 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 8,491,746 7,537,977

自己株式 △17,866 △17,737

株主資本合計 11,756,594 10,802,954

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89,686 57,797

為替換算調整勘定 △85,311 △61,450

評価・換算差額等合計 4,375 △3,653

少数株主持分 299,040 133,757

純資産合計 12,060,010 10,933,058

負債純資産合計 20,660,834 17,484,902
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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：千円）

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) 

営業収入 14,790,705

営業原価 10,787,081

営業総利益 4,003,624

返品調整引当金戻入額 13,392

差引営業総利益 4,017,016

販売費及び一般管理費 2,006,078

営業利益 2,010,937

営業外収益  

受取利息 8,726

受取配当金 2,110

その他 11,743

営業外収益合計 22,580

営業外費用  

支払利息 16,984

その他 9,584

営業外費用合計 26,569

経常利益 2,006,948

特別利益  

投資有価証券売却益 564,075

その他 135,591

特別利益合計 699,666

特別損失  

投資有価証券評価損 61,893

たな卸資産評価損 278,690

ビデオカセット販売事業撤退損 152,052

その他 265,535

特別損失合計 758,172

税金等調整前四半期純利益 1,948,442

法人税、住民税及び事業税 950,010

法人税等調整額 2,540

法人税等合計 952,551

少数株主損失（△） △27,752

四半期純利益 1,023,643
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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) 

営業収入 9,865,780

営業原価 6,861,759

営業総利益 3,004,021

返品調整引当金繰入額 2,548

差引営業総利益 3,001,473

販売費及び一般管理費 948,717

営業利益 2,052,755

営業外収益  

受取利息 5,089

受取配当金 513

その他 7,167

営業外収益合計 12,769

営業外費用  

支払利息 8,831

その他 5,233

営業外費用合計 14,064

経常利益 2,051,460

特別利益  

投資有価証券売却益 564,075

その他 135,591

特別利益合計 699,666

特別損失  

投資有価証券評価損 61,893

ビデオカセット販売事業撤退損 152,052

その他 265,535

特別損失合計 479,481

税金等調整前四半期純利益 2,271,645

法人税、住民税及び事業税 927,126

法人税等調整額 61,396

法人税等合計 988,522

少数株主損失（△） △8,359

四半期純利益 1,291,482
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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) 

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利益 1,948,442

減価償却費 66,802

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,148

退職給付引当金の増減額（△は減少） △51,976

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △318,634

返品調整引当金の増減額（△は減少） △13,392

受取利息及び受取配当金 △10,836

支払利息 16,984

投資有価証券売却損益（△は益） △564,075

投資有価証券評価損益（△は益） 61,893

営業債権の増減額（△は増加） △989,370

たな卸資産の増減額（△は増加） 584,648

その他の流動資産の増減額（△は増加） 103,621

営業債務の増減額（△は減少） 1,872,860

その他の流動負債の増減額（△は減少） △15,949

その他 △86,039

小計 2,620,127

利息及び配当金の受取額 11,158

利息の支払額 △15,433

法人税等の支払額 △202,132

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,413,720

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 △50,012

有形固定資産の売却による収入 43,459

無形固定資産の取得による支出 △113,861

投資有価証券の取得による支出 △2,000

投資有価証券の売却による収入 775,900

貸付けによる支出 △525,893

貸付金の回収による収入 195,876

子会社株式の取得による支出 △195,000

子会社株式の売却による収入 143,344

その他 61,327

投資活動によるキャッシュ・フロー 333,140

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） △400,000

自己株式の取得による支出 △126

配当金の支払額 △76,518

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 △10,214

財務活動によるキャッシュ・フロー △334,903

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,409,021

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 4,332,322
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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

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

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
8,856,231 4,651,509 1,282,963 14,790,705 － 14,790,705

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高
12,069 3,175 11,022 26,267 (26,267) －

計 8,868,301 4,654,685 1,293,986 14,816,972 (26,267) 14,790,705

営業利益（△損失） 2,612,057 △324,066 282,274 2,570,265 (559,328) 2,010,937

(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）

3．会計処理方法の変更

　「定性的情報・財務諸表等」４．その他（３）に記載のとおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間において「メディアビジュアル事業」で209,877千円

営業費用が増加し、営業損失が同額増加しております。

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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。

〔海外売上高〕

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）

　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。

（株）アミューズ（4301）平成21年３月期　第２四半期決算短信



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

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（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収入  11,006,002 100.0

Ⅱ　営業原価  8,615,248 78.3

営業総利益  2,390,753 21.7

返品調整引当金繰入額　  42,380 0.4

差引営業総利益  2,348,373 21.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,084,052 18.9

営業利益  264,321 2.4

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 5,699   

２．受取配当金 1,473   

３．受取手数料 1,975   

４．保険解約益　 2,021   

５．賃貸収入　 1,851   

６．為替差益　 707   

７．その他　 1,209 14,938 0.1

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 8,166   

２．支払手数料 5,491   

３．その他 445 14,103 0.1

経常利益  265,155 2.4

Ⅵ　特別利益    

　貸倒引当金戻入益 4,947 4,947 0.0

Ⅶ　特別損失    

　投資有価証券評価損 13,108 13,108 0.1

税金等調整前中間純利益  256,995 2.3

法人税、住民税及び事業税 178,698   

法人税等調整額 △94,440 84,258 0.7

少数株主利益  8,823 0.1

中間純利益  163,913 1.5

（株）アミューズ（4301）平成21年３月期　第２四半期決算短信



前第２四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収入  5,168,461 100.0

Ⅱ　営業原価  3,850,212 74.5

営業総利益  1,318,248 25.5

返品調整引当金戻入額　  1,290 0.0

差引営業総利益  1,319,538 25.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  985,558 19.0

営業利益  333,980 6.5

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 3,085   

２．受取手数料 514   

３．保険解約益　 1,093   

４．その他　 1,545 6,238 0.1

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 5,341   

２．支払手数料 2,583   

３．その他 289 8,213 0.2

経常利益  332,005 6.4

Ⅵ　特別利益 － － －

Ⅶ　特別損失    

　投資有価証券評価損 13,108 13,108 0.2

税金等調整前四半期純利益  318,897 6.2

法人税、住民税及び事業税 133,050   

法人税等調整額 △63,725 69,324 1.4

少数株主利益  10,058 0.2

四半期純利益  239,514 4.6
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

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（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 256,995

減価償却費　 44,931

貸倒引当金の増減額（減少：△）　 △22,339

退職給付引当金の増減額（減少：△）　 14,022

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △69,115

返品調整引当金の増減額（減少：△） 42,380

受取利息及び受取配当金　 △7,173

支払利息　 8,166

営業債権の増減額（増加：△）　 1,428,914

たな卸資産の増減額（増加：△）　 △790,107

その他流動資産の増減額（増加：△）　 219,686

営業債務の増減額（減少：△）　 △2,506,687

その他流動負債の増減額（減少：△）　 199,482

役員賞与の支払額　 △13,380

その他　 △35,411

小計 △1,229,636

利息及び配当金の受取額　 5,877

利息の支払額　 △8,700

法人税等の支払額　 △334,104

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,566,563

Ⅱ　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　 △9,123

投資有価証券の取得による支出 △8,500

貸付による支出　 △299,100

貸付金の回収による収入　 14,977

その他　 △62,847

投資活動によるキャッシュ・フロー △364,593

Ⅲ　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（減少：△）　 1,000,000

自己株式の取得による支出　 △246

配当金の支払額　 △76,199

その他　 △7,704

財務活動によるキャッシュ・フロー 915,849

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,912

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 △1,013,394

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,431,045

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 1,417,651
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　　　　　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）

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
5,620,446 4,724,681 660,874 11,006,002 － 11,006,002

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高
48,238 534 9,631 58,404 (58,404) －

計 5,668,685 4,725,215 670,506 11,064,406 (58,404) 11,006,002

営業費用 5,130,714 4,611,201 536,486 10,278,402 463,278 10,741,680

営業利益 537,971 114,013 134,019 786,003 (521,682) 264,321

 

〔所在地別セグメント情報〕

　　　　　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）

　　　　　　本邦の売上高が、全セグメントの売上高の合計の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。

〔海外売上高〕

　　　　　前中間連結会計期間（平成19年４月１日至平成19年９月30日）

　　　　　　海外売上高が、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。
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