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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 13,773 ― △772 ― △734 ― △354 ―
20年3月期第3四半期 13,287 △37.5 △622 ― △696 ― △614 ―

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3四半期 △1.31 ―
20年3月期第3四半期 △2.27 ―

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3四半期 8,841 1,134 12.0 △31.81
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3四半期  1,064百万円 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  有   

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 18,800 △2.2 △900 ― △880 ― △780 ― △2.89

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、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） 

[(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、９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3四半期  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3四半期  210,183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3四半期  168,365,432株 20年3月期第3四半期  168,384,107株
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当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、137億７千３百万円（前年同四半期3.7％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21％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（以下、クリエイティヴ・コア社）の売上が新た
に計上されたことによるものです。自社制作作品につきましては、演歌・歌謡曲作品は堅調に推移し、ア
ニメ・教育作品は前年同四半期の実績を上回ることができました。しかしながら、J-POP・J-ROCK作品は
大型作品が少なく前年同四半期の実績を下回りました。また、海外音楽制作子会社についても米国経済危
機の影響から売上が減少しました。 
損益につきましては、演歌・歌謡曲作品、アニメ・教育作品、クラシック作品が堅調に利益を計上する

ことができましたが、J-POP・J-ROCK作品、特販事業、クリエイティヴ・コア社、海外音楽制作子会社の
利益が減少した結果、営業損失は７億７千２百万円（前年同四半期は６億２千２百万円の営業損失）、経
常損失は７億３千４百万円（前年同四半期は６億９千６百万円の経常損失）となりました。これに支払が
不要となった見積もり印税の戻入益３億８千４百万円（平成20年11月７日開示）、支払が不要となった特
許料の戻入益１億９千１百万円、株式会社ヴイツーレコーズ・ジャパンとの前払金支払請求訴訟の和解に
よるライセンス契約整理損の戻入益７千５百万円を特別利益として計上するとともに、損失の拡大が想定
されるアーティスト契約を早期に解約したことによる特別損失２億４千７百万円を計上したため、四半期
純損失は３億５千４百万円（前年同四半期は６億１千４百万円の四半期純損失）となっております。 
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“氷川き

よし演歌名曲コレクション８～玄海船歌～”、同じく初登場第４位を獲得したシングル“哀愁の湖”、ア
ルバム“氷川きよし演歌名曲コレクション９～哀愁の湖～”をはじめ、「大川栄策」のシングル“名残り
の桜”、“二人の旅路”、「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～”、実力派演歌歌手がJ-POPの名曲をカバーした企画アルバム“エンカのチカラ”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! ”、“なかよしオールスターズ めざせ学園アイド
ル”（クリエイティヴ・コア社）が計画を上回る売上となりました。 
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部門においてヒット作品を創出するに至らず、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。 
当社は、このような経営環境の悪化、業績の低下を受け、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、継続して利益を計上できる
最適な事業構造を構築いたします。そのために、自社制作作品では、演歌・歌謡曲作品、アニメ・教育作
品、クラシック作品に注力してまいります。一方、J-POP・J-ROCK部門は利益計上が可能なアーティスト
のみで構成することといたしました。加えて、人口構成比が大きく、購買意欲が高いエルダー層向けの作
品を全ジャンルにおいて強化してまいります。昨年買収したクリエイティヴ・コア社につきましては、分
野ごとに強化、見直しを実施するとともに当社との融合を進め、一層のシナジー効果を発揮いたします。
一例としまして、クリエイティヴ・コア社がゲームソフト制作で取引があったサンエックス社との良好な
ビジネス関係によって、当社ならびにクリエイティヴ・コア社はサンエックス社の大人気キャラクター
「まめゴマ」をモチーフにしたＴＶアニメ「クプ～!!まめゴマ!」の製作委員会に参加することができま
した。このようにゲームと音楽・映像分野における共同事業が進んでおります。さらに、今後成長が期待
できるゲーム事業においては、制作体制を強化することにより売上の増加を図ります。また、社外で新し
いキャリア形成を目指す社員の転職支援を行う希望退職プログラムの実施ならびに契約社員、業務委託
者、派遣社員の削減を実行し、併せて、昨年12月より執行役の報酬、管理職の給与のカットを行うなど固
定費の圧縮に努めております。 
以上により平成22年３月期において利益を計上できる体制を構築しております。今後とも黒字化の達成

に向け全社一丸となって業務に邁進してまいります。また、その他の事業についても適宜整理統合を検討
してまいります。整理統合の過程で開示を必要とする影響を業績に与える場合には速やかに開示させてい
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。） 

  

・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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【売上高の貢献主要作品】 
  

 ＜音楽ソフト＞ 
“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～”、 
“演歌名曲コレクション９～哀愁の湖～”「氷川きよし」  
“名残りの桜／そばにいてね”、“二人の旅路／泣かせ雨” 「大川栄策」  
“石北本線／紀の川慕情” 「多岐川舞子」  
“あじさいの宿／おんな花ざかり” 「若山かずさ」 
“SHAKALABBITS” 「SHAKALABBITS」  
“はじめて／ハナミズキ”、“BESTYO(べすちょ)”「一青窈」  
“ケモノと魔法” 「原田郁子」  
“マスタッシュ／memories(original version)”「木村カエラ」 
“天才・松山千春のラブバラード”、“旅立ち～足寄より～”「松山千春」  
“THE IDOLM@STER”シリーズ  
“NHKいないいないばあっ！”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 
“エンカのチカラ” 
  
  ＜映像ソフト＞ 
“BEST VIDEO １” 「木村カエラ」  
“ルドルフ 赤鼻のトナカイ” 
“NHKいないいないばあっ！”シリーズ 
“英国ロイヤル・バレエ団「くるみ割り人形」（全2幕・ピーター・ライト版）”  
                                                              ＜クリエイティヴ・コア＞  
  
  ＜通販事業＞   

明治大学マンドリン倶楽部大全集 
美空ひばり 昭和を歌う 
井上宗孝とシャープ・ファイヴ  

  
  ＜着信うた＞   
“ハナミズキ”、“はじめて” 「一青窈」  
“夏祭り”、“にちようび” 「ジッタリン・ジン」  
“マスタッシュ”、“Jasper” 「木村カエラ」  
“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＞  
      “なかよしオールスターズめざせ学園アイドル” ＜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」 
“ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!! ”シリーズ 「ダウンタウン」 
“人志松本のすべらない話”    「松本人志」 
“陽は、また昇る”        「アラジン」 
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当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して30億４千５百万円減少し
88億４千１百万円となりました。 
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11億５

千６百万円減少しております。負債の部では、未払金が10億２千６百万円、未払費用が13億１千８百万円
減少しました。また、純資産は、四半期純損失の計上により11億３千４百万円となりました。 

  

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、音楽ソフト
産業の生産規模は依然として縮小しており、加えてJ-POP・J-ROCK部門の大型作品について発売が中止・
延期されたことやアーティスト契約の期限前解約を行ったことならびにクリエイティヴ・コア株式会社の
売上が減少したことなどにより売上高は12億円減少し、188億円を予想しています。利益につきまして
は、売上高の減少に伴い、営業利益、経常利益ともに減少しております。また、当期純利益につきまして
は、希望退職プログラムへの応募が予定通り進捗しており、加算退職金などを第4四半期会計期間に特別
損失として計上するため、昨年11月７日に公表した予想を修正いたしました。連結業績予想は、売上高
188億円、営業損失９億円、経常損失８億８千万円、当期純損失７億８千万円としております。詳細につ
きましては、本日開示いたしました「業績予想修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

  

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 最終改正平成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 最終改正平成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

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３四半期決算短信

- 4 -



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,278 2,649

受取手形及び売掛金 3,154 4,310

商品及び製品 501 590

仕掛品 594 572

原材料及び貯蔵品 119 113

繰延税金資産 32 33

前渡金 287 258

前払費用 234 382

非継続事業資産 － 45

その他 152 208

貸倒引当金 △59 △59

流動資産合計 6,296 9,104

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 372 353

機械装置及び運搬具（純額） 53 33

工具、器具及び備品（純額） 74 78

土地 0 0

リース資産（純額） 113 －

有形固定資産合計 615 466

無形固定資産   

のれん 436 473

その他 676 720

無形固定資産合計 1,113 1,194

投資その他の資産   

投資有価証券 75 82

長期貸付金 170 177

長期前払費用 81 364

繰延税金資産 58 48

長期未収入金 306 292

その他 515 515

貸倒引当金 △390 △359

投資その他の資産合計 816 1,121

固定資産合計 2,545 2,782

資産合計 8,841 11,886
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,246 1,643

短期借入金 500 －

未払金 804 1,830

リース債務 30 －

未払費用 1,846 3,165

未払法人税等 25 20

返品調整引当金 389 610

非継続事業負債 － 186

その他 384 354

流動負債合計 5,227 7,811

固定負債   

長期未払金 74 85

リース債務 96 －

繰延税金負債 0 －

退職給付引当金 2,307 2,477

固定負債合計 2,479 2,562

負債合計 7,707 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 △1,881 △1,526

自己株式 △23 △21

株主資本合計 1,283 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 △219 △172

評価・換算差額等合計 △218 △172

新株予約権 69 45

純資産合計 1,134 1,512

負債純資産合計 8,841 11,886
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 13,773

売上原価 8,755

売上総利益 5,018

販売費及び一般管理費  

販売費 2,384

一般管理費 3,406

販売費及び一般管理費合計 5,790

営業損失（△） △772

営業外収益  

受取利息 15

受取配当金 0

受取手数料 11

その他 23

営業外収益合計 50

営業外費用  

支払利息 6

為替差損 4

その他 1

営業外費用合計 11

経常損失（△） △734

特別利益  

過年度損益修正益 384

非継続事業利益 191

ライセンス契約整理損戻入益 75

その他 20

特別利益合計 671

特別損失  

固定資産除却損 1

投資有価証券評価損 9

アーテイスト契約期限前解約損 247

和解金 6

特別損失合計 264

税金等調整前四半期純損失（△） △327

法人税、住民税及び事業税 35

法人税等調整額 △9

法人税等合計 26

四半期純損失（△） △354

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３四半期決算短信

- 7 -



【第３四半期連結会計期間】 
(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,780

売上原価 3,100

売上総利益 1,679

販売費及び一般管理費  

販売費 795

一般管理費 1,100

販売費及び一般管理費合計 1,896

営業損失（△） △216

営業外収益  

受取利息 4

受取手数料 2

その他 4

営業外収益合計 11

営業外費用  

支払利息 2

為替差損 3

その他 0

営業外費用合計 6

経常損失（△） △211

特別利益  

非継続事業利益 191

ライセンス契約整理損戻入益 75

特別利益合計 266

特別損失  

固定資産除却損 0

投資有価証券評価損 3

アーテイスト契約期限前解約損 247

和解金 0

特別損失合計 252

税金等調整前四半期純損失（△） △196

法人税、住民税及び事業税 10

法人税等調整額 △2

法人税等合計 8

四半期純損失（△） △205
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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３四半期 20年３月期第３四半期

普通株式期中平均株式数

普通株式 168,365,432 168,384,107

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

合 計 270,060,685 270,079,360
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（要約）前四半期連結損益計算書 

「参考」

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年12月31日)

区  分 金額(百万円)
百分比

(％)

Ⅰ 売上高 13,287 100.0

Ⅱ 売上原価 7,763 58.4

   売上総利益 5,524 41.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 販売費 2,432

 ２ 一般管理費 3,715 6,147 46.3

   営業損失(△) △622 △4.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 17

 ２ 受取配当金 0

 ３ 為替差益 0

 ４ 固定資産賃貸収入 112

 ５ その他 24 155 1.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 16

 ２ たな卸資産除却損 49

 ３ 固定資産賃貸関連費用 144

 ４ その他 19 229 1.7

   経常損失(△) △696 △5.2

Ⅵ 特別利益

 １ 非継続事業利益 119

 ２ 未払債務清算益 35

 ３ 投資不動産売却益 78

 ４ その他 0 232 1.8

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 1

 ２ 転職支援費用 111 112 0.9

   税金等調整前四半期純損失(△) △576 △4.3

   法人税、住民税及び事業税 26

   法人税等調整額 10 37 0.3

   四半期純損失(△) △614 △4.6
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