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平成20年11月12日 

各 位 

会 社 名 ｴｲﾍﾞｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松浦  勝人 

（コード番号：７８６０  東証第１部） 

問い合わせ先  常務取締役ｸﾞﾙｰﾌﾟ管理本部長 小林  敏雄 

ＴＥＬ ０３－５４１３－８５５０ 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成２１年３月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

平成 20 年 11 月 7 日付で公表した「平成21 年 3 月期 第 2 四半期決算短信」につきまして、公表日以後、 

第2四半期報告書提出日までの間に、決算内容の一部に訂正すべき事項が発生いたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

当社は、持分法適用会社である株式会社ドワンゴが、平成20年11月12日付で「繰延税金資産取崩しおよび 

平成20年9月期業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」を公表したため、その内容に基づき当社の 

平成21年3月期第2四半期実績を訂正するものであります。 

 なお、当社の平成21年3月期通期の連結業績予想につきましては、平成20年9月30日付の公表値から変更 

いたしません。 

 

２．訂正内容（下線部分が訂正箇所です） 

○１ページ 

四半期報告書提出予定日 

[訂正前] 

   平成20年11月12日 
 

[訂正後] 

   平成20年11月14日 
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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）     （百万円未満切捨て） 

 （1）連結経営成績（累計） 

[訂正前]                               （％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 56,323 － 3,075 － 2,177 － 591 － 

20年3月期第2 四半期 45,545 9.9 1,221 180.4 497 28.6 △254 － 
 

 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   13.77 － 

20年3月期第2 四半期 △ 5.92 － 

 

[訂正後]                               （％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 56,323 － 3,075 － 2,054 － 468 － 

20年3月期第2 四半期 45,545 9.9 1,221 180.4 497 28.6 △254 － 
 

 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   10.91 － 

20年3月期第2 四半期 △ 5.92 － 

 

 

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）     （百万円未満切捨て） 

 （2）連結財政状態 

[訂正前] 

 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   103,476  32,567    30.9     745.75

20年3月期 102,124 32,812 31.6 751.05

  （参考）自己資本   21年3月期第2 四半期 32,025百万円  20年3月期 32,253百万円 

 

[訂正後] 

 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   103,352  32,443    30.9     742.87

20年3月期 102,124 32,812 31.6 751.05

  （参考）自己資本   21年3月期第2 四半期 31,901百万円  20年3月期 32,253百万円 
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○２ページ 

【定性的情報・財務諸表等】 

２ 連結財政状態に関する定性的情報 

[訂正前] 

当第２四半期末の資産合計は1,034億76百万円であり、前連結会計年度末に比べ13億52百万円増加いた

しました。これは主に、受取手形及び売掛金の回収等により13億１百万円減少したものの、現金及び預金

が24億16百万円増加したことによるものです。 

負債合計は709億９百万円であり、前連結会計年度末に比べ15億96百万円増加いたしました。これは主

に、有利子負債が34億47百万円増加し、未払法人税等が22億38百万円減少したことによるものです。 

純資産合計は325億67百万円であり、前連結会計年度末に比べ２億44百万円減少いたしました。これは

主に、第２四半期純利益５億91百万円を計上したものの、配当金の支払い８億58百万円により利益剰余金

が減少したことによるものです。 

 

[訂正後] 

当第２四半期末の資産合計は1,033億52百万円であり、前連結会計年度末に比べ12億28百万円増加いた

しました。これは主に、受取手形及び売掛金の回収等により13億１百万円減少したものの、現金及び預金

が24億16百万円増加したことによるものです。 

負債合計は709億９百万円であり、前連結会計年度末に比べ15億96百万円増加いたしました。これは主

に、有利子負債が34億47百万円増加し、未払法人税等が22億38百万円減少したことによるものです。 

純資産合計は324億43百万円であり、前連結会計年度末に比べ３億68百万円減少いたしました。これは

主に、第２四半期純利益４億68百万円を計上したものの、配当金の支払い８億58百万円により利益剰余金

が減少したことによるものです。 
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○４ページ 

５ 四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

[訂正前]                               （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) 

（省略）  

投資その他の資産  

投資有価証券 16,539 17,112 

その他 3,975 3,573 

貸倒引当金 △ 580 △ 621 

   投資その他の資産合計 19,934 20,064 

固定資産合計 56,088 56,305 

資産合計 103,476 102,124 

 

[訂正後]                               （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) 

（省略）  

投資その他の資産  

投資有価証券 16,415 17,112 

その他 3,975 3,573 

貸倒引当金 △ 580 △ 621 

   投資その他の資産合計 19,811 20,064 

固定資産合計 55,965 56,305 

資産合計 103,352 102,124 
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○５ページ 

５ 四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

[訂正前]                               （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) 

（省略）  

純資産の部  

株主資本  

  資本金 4,229 4,229 

  資本剰余金 5,001 5,001 

利益剰余金 28,193 28,460 

  自己株式 △ 5,468 △ 5,468 

株主資本合計 31,955 32,223 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 173 112 

   為替換算調整勘定 △ 103 △ 82 

評価・換算差額等合計 70 30 

新株予約権 326 250 

少数株主持分 215 307 

純資産合計 32,567 32,812 

負債純資産合計 103,476 102,124 

 

[訂正後]                               （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) 

（省略）  

純資産の部  

株主資本  

  資本金 4,229 4,229 

  資本剰余金 5,001 5,001 

利益剰余金 28,070 28,460 

  自己株式 △ 5,468 △ 5,468 

株主資本合計 31,832 32,223 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 173 112 

   為替換算調整勘定 △ 103 △ 82 

評価・換算差額等合計 69 30 

新株予約権 326 250 

少数株主持分 215 307 

純資産合計 32,443 32,812 

負債純資産合計 103,352 102,124 
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○６ページ 

５ 四半期連結財務諸表 

(2) 四半期連結損益計算書 

（第２四半期連結累計期間） 

[訂正前]                               （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） 

（省略）  

営業外費用  

支払利息 358 

持分法による投資損失 505 

その他 94 

営業外費用合計 957 

経常利益 2,177 

  

（省略）  

税金等調整前四半期純利益 2,164 

法人税、住民税及び事業税 1,198 

法人税等調整額 462 

法人税等合計 1,661 

少数株主損失(△) △ 88 

四半期純利益 591 

 

[訂正後]                               （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） 

（省略）  

営業外費用  

支払利息 358 

持分法による投資損失 627 

その他 94 

営業外費用合計 1,080 

経常利益 2,054 

  

（省略）  

税金等調整前四半期純利益 2,041 

法人税、住民税及び事業税 1,198 

法人税等調整額 462 

法人税等合計 1,661 

少数株主損失(△) △ 88 

四半期純利益 468 

 

 

以 上 



平成21年3月期 第2四半期決算短信 
平成20年11月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 上場取引所 東 
コード番号 7860 URL http://www.avex.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 松浦 勝人
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役グループ管理本部長 （氏名） 小林 敏雄 TEL 03-5413-8550

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日 配当支払開始予定日 平成20年12月8日

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） 

※当期より「四半期財務諸表に関する会計基準」等に基づき財務情報を作成しているため、当期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

(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 56,323 ― 3,075 ― 2,054 ― 468 ―
20年3月期第2四半期 45,545 9.9 1,221 180.4 497 28.6 △254 ―

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 10.91 ―
20年3月期第2四半期 △5.92 ―

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 103,352 32,443 30.9 742.87
20年3月期 102,124 32,812 31.6 751.05

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  31,901百万円 20年3月期  32,253百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
21年3月期 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 40.00

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 117,900 12.7 7,000 △17.8 5,500 △22.2 2,000 120.0 46.57

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  有  

（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。  

(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 
・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。 
・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、当社グループの経営者が現在入手可能な情報から判断した数字であり、潜在的なリスクや不確実性を
含んでおります。特に当社グループの事業領域は、一般的な経済状況以外にも業績に影響を与えうる要因が数多く存在しているため、実際の業績が記載の予想数値と
大幅に異なる可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３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。  

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  46,157,810株 20年3月期  46,157,810株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,213,857株 20年3月期  3,213,587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  42,944,113株 20年3月期第2四半期  42,944,499株
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エイベックス・グループ・ホールディングス㈱（7860）平成21年３月期 第２四半期決算短信 
  

 

【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  

（単位：百万円） 
第２四半期連結累計期間 

実績 

平成17年 

３月期 

平成18年 

３月期 

平成19年 

３月期 

平成20年 

３月期 

平成21年 

３月期 

売上高 32,164 38,179 41,437 45,545 56,323

 売上原価 22,188 23,828 27,415 29,489 37,022

売上総利益 9,975 14,350 14,021 16,056 19,301

   売上総利益率 31.0% 37.6% 33.8% 35.3% 34.3%

  人件費 3,015 3,256 3,643 4,255 4,630

  販促宣伝費 3,830 4,672 5,564 5,703 5,760

  一般経費 3,609 4,421 4,378 4,875 5,834

 販管費合計 10,455 12,350 13,586 14,835 16,226

営業利益又は営業損失（△） △ 479 1,999 435 1,221  3,075

    営業利益率 △ 1.5% 5.2% 1.1% 2.7% 5.5%

 
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の金融不安に端を発した世界経済の減速が輸出産

業に影響を与え、加えて資源や食料価格の高騰が設備投資や個人消費などの内需の低迷へと結び付き、景気
は停滞しております。 

音楽ソフト市場におきましては、平成20年４月から９月までの音楽ビデオを含む音楽ソフトの生産金額が、
前年同期比 1.9％減（社団法人日本レコード協会調べ）となりました。 

音楽配信市場におきましては、平成20年４月から６月までの有料音楽配信売上実績の直近データによると、
前年同期比 27.7％増（社団法人日本レコード協会調べ）となっており、引き続き市場が順調に拡大している
ことが推測されます。 

一方、映像ソフト市場におきましては、平成 20 年４月から９月までの DVD ソフト全体の売上金額が、前年
同期比 6.2％減（社団法人日本映像ソフト協会調べ）となりました。しかしながら、次世代ディスクであるブ
ルーレイの販売数が増加しており、今後映像ソフト市場の活性化が期待されます。 

このような状況の下、当社グループはパッケージ販売をはじめ、音楽・映像配信、会員ビジネス、ライヴ・
イベント、マーチャンダイジング、ファンクラブ、TV・CM 出演等、アーティスト・タレントを取り巻くあら
ゆる活動機会を通じて、総合的にアーティスト・タレント個々のブランド価値を高める「360 度モデル」を実
践してまいりました。 

また、総合エンタテインメント企業として中長期的な進化を遂げるため、当社は事業ドメインを映像に、
事業テリトリーをアジアへと拡大し、その収益化に向けて取り組んでまいりました。 

国内の映像事業におきましては、「携帯放送局モデル」を新たな中核戦略と位置付け、携帯電話を活用した
映像配信サービスを展開するエイベックス通信放送㈱の設立準備を進めております。 

アジアにおける映像事業におきましては、アジアで構築したネットワークを基盤に、「Asia Co-Produce モ
デル」を推進、各地の有力プレーヤーとの共同映画製作や映画ファンドの共同設立等行っております。 

以上の取り組みの結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、主力アーティストの音楽パッケージ
売上が増加したこと、コンサート会場でのアーティストグッズ販売が好調だったこと等により、当社グルー
プの連結売上高は、前年同期比 23.7％増の 563 億 23 百万円、営業利益は前年同期比 151.8％増の 30 億 75 百
万円となりました。 

なお、当連結会計年度より会計基準が変更されているため、前期以前の金額、利益率及び前年同期比は参
考として記載しております。 

 
２ 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の資産合計は 1,033 億 52 百万円であり、前連結会計年度末に比べ 12 億 28 百万円増加いた
しました。これは主に、受取手形及び売掛金の回収等により 13 億１百万円減少したものの、現金及び預金が
24 億 16 百万円増加したことによるものです。 

負債合計は 709 億９百万円であり、前連結会計年度末に比べ 15 億 96 百万円増加いたしました。これは主
に、有利子負債が 34 億 47 百万円増加し、未払法人税等が 22 億 38 百万円減少したことによるものです。 

純資産合計は 324 億 43 百万円であり、前連結会計年度末に比べ３億 68 百万円減少いたしました。これは
主に、第２四半期純利益４億 68 百万円を計上したものの、配当金の支払い８億 58 百万円により利益剰余金
が減少したことによるものです。 
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３ 連結業績予想に関する定性的情報  
  平成 20 年９月 30 日公表の「平成 21 年３月期通期連結業績予想の修正について」に記載の予想を変更して
おりません。 

  今後、連結業績に影響を与える事象が発生した場合には速やかに開示してまいります。 
 
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） 
   該当事項はありません。 

 
(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 

   ① たな卸資産の評価方法 
     当第２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末

に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 
     また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 
   ② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
     法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定して

おります。繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、
一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末決算において使用
した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法を適用しております。 

 
(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 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
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 平成 19 年３月

14 日）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 平成 19
年３月 14 日）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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 
     たな卸資産 

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。 
これにより、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益は、それぞれ 77 百万円減少しております。 
③ 「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」の適用 

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」（実務対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っており
ます。 

当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 
④ リース取引に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「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））を早期に適用しております。 
当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。 

 
 （追加情報） 
   当社の連結子会社であるエイベックス・エンタテインメント㈱（以下「AEI」）と、㈱エヌ・ティ・ティ・

ドコモ（以下「ドコモ」）は、携帯電話を活用した映像配信ビジネスを共同展開し、黎明期にあるモバイル
向け動画コンテンツ市場の形成と活性化を図ることを目的として新たに合弁会社を設立するため、平成 20
年９月 30 日に合弁契約を締結いたしました。 

    
合弁会社の概要 

   ① 商 号 エイベックス通信放送㈱ 
   ② 代 表 者 代表取締役会長 松浦 勝人（予定） 
                代表取締役社長 千葉 龍平（予定） 

③ 所 在 地 東京都港区南青山三丁目１番 30 号（予定） 
   ④ 設 立 年 月 日 平成 21 年２月（予定） 
   ⑤ 事 業 内 容 モバイル向け会員制映像配信事業、ライツ事業 
   ⑥ 資本金及び資本準備金 資本金 35 億円、資本準備金 35 億円 
   ⑦ 出 資 比 率 AEI 70％、ドコモ 30％ 
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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 12,509 10,093 

受取手形及び売掛金 15,689 16,990 

営業投資有価証券 197 255 

営業出資金 1,858 1,858 

商品及び製品 894 768 

仕掛品 4,456 3,614 

原材料及び貯蔵品 302 419 

その他 11,991 12,287 

貸倒引当金 △ 513 △ 469 

流動資産合計 47,387 45,819 

固定資産  

有形固定資産  

土地 27,898 27,888 

その他（純額） 7,160 7,116 

 有形固定資産合計 35,058 35,004 

無形固定資産 1,095 1,236 

投資その他の資産  

投資有価証券 16,415 17,112 

その他 3,975 3,573 

貸倒引当金 △ 580 △ 621 

   投資その他の資産合計 19,811 20,064 

固定資産合計 55,965 56,305 

資産合計 103,352 102,124 
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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 1,474 1,721 

短期借入金 8,600 4,100 

１年内返済予定の長期借入金 1,360 6,110 

１年内償還予定の社債 1,496 996 

未払法人税等 1,189 3,428 

返品引当金 3,996 3,479 

その他 19,961 20,281 

流動負債合計 38,078 40,117 

固定負債  

社債 10,786 9,284 

長期借入金 19,380 17,685 

引当金 955 871 

その他 1,709 1,354 

固定負債合計 32,830 29,194 

負債合計 70,909 69,312 

純資産の部  

株主資本  

  資本金 4,229 4,229 

  資本剰余金 5,001 5,001 

利益剰余金 28,070 28,460 

  自己株式 △ 5,468 △ 5,468 

株主資本合計 31,832 32,223 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 173 112 

   為替換算調整勘定 △ 103 △ 82 

評価・換算差額等合計 69 30 

新株予約権 326 250 

少数株主持分 215 307 

純資産合計 32,443 32,812 

負債純資産合計 103,352 102,124 
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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 56,323 

売上原価 37,022 

売上総利益 19,301 

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 4,908 

販売促進費 851 

従業員給料及び賞与 2,977 

その他 7,487 

販売費及び一般管理費合計 16,226 

営業利益 3,075 

営業外収益  

受取利息 17 

受取配当金 16 

その他 25 

営業外収益合計 59 

営業外費用  

支払利息 358 

持分法による投資損失 627 

その他 94 

営業外費用合計 1,080 

経常利益 2,054 

特別利益  

前期損益修正益 39 

株主優待引当金戻入益 29 

その他 34 

特別利益合計 104 

特別損失  

固定資産除売却損 10 

投資有価証券評価損 72 

減損損失 32 

その他 0 

特別損失合計 116 

税金等調整前四半期純利益 2,041 

法人税、住民税及び事業税 1,198 

法人税等調整額 462 

法人税等合計 1,661 

少数株主損失(△) △ 88 

四半期純利益 468 
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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。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 

(4) 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。 

 
(5) 重要な後発事象 
  当社及び当社の連結子会社であるエイベックス・エンタテインメント㈱（以下「AEI」）は、平成 20 年
10 月 27 日開催の取締役会において、平成 21 年１月５日付で AEI のマネジメント事業本部における全事
業及びプロモーション部における事業の一部を会社分割（新設分割）し、新設するエイベックス・マネ
ジメント㈱に承継することを決議いたしました。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 
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(百万円) 

Ⅰ 売上高 45,545 

Ⅱ 売上原価 29,489 

   売上総利益 16,056 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  

   広告宣伝費 4,878  

   販売促進費 824  

    販促宣伝費計 5,703  

   従業員給料・賞与 2,827  

   退職給付費用 47  

役員退職慰労引当金繰入額 49  

その他 1,331  

人件費計 4,255  

貸倒引当金繰入額 31  

減価償却費 381  

その他 4,462  

    一般経費計 4,875 14,835 

   営業利益 1,221 

Ⅳ 営業外収益  

   受取利息 25  

   受取配当金 7  

投資事業組合等運用益 28  

受取損害賠償金 19  

   その他 29 110 

Ⅴ 営業外費用  

   支払利息 271  

   支払手数料 17  

   社債発行費 31  

持分法による投資損失 450  

為替差損 31  

   その他 32 835 

   経常利益 497 

Ⅵ 特別利益  

   過年度B/S勘定整理益 68  

   投資有価証券売却償還益 20  

事業閉鎖損失引当金戻入益 142  

事業閉鎖に伴うリース料返還額 113  

   その他 35 381 

Ⅶ 特別損失  

   固定資産除売却損 7  

投資有価証券評価損 186  

賃貸借契約解約損 26  

その他 41 262 

税金等調整前中間純利益 615 

法人税、住民税及び事業税 151  

   法人税等調整額 772 924 

   少数株主損失(△) △  54 

   中間純損失(△) △   254 
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