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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）

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3四半期 21,552 ― 2,614 ― 2,617 ― 1,184 ―

20年3月期第3四半期 17,867 13.8 953 ― 950 ― 574 ―

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 152.76 ―

20年3月期第3四半期 74.08 ―

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 18,934 12,133 62.5 1,527.04
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3四半期  11,836百万円 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  無  

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  

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  無  
 

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、４ページ【定性的情報・財務情報等】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、４ページ【定性的情報・財務情報等】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11月11日に公表しました連結業績予想は修正しておりません。 
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・財務情報等】３．通期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。  

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3四半期  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3四半期  8,775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3四半期  7,751,067株 20年3月期第3四半期  7,751,347株

U101334
新規スタンプ



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機による世界的な景気減速や円高の影響によ

り、輸出関連企業を中心とした企業収益の悪化に加え雇用不安が広がるなど、景気後退が鮮明になっております。 

このような状況におきまして、当社は創立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。当社コンテンツの製販手段をグループ内に集中し、グループとして意思決定

を統一・効率化することにより、お客様ニーズへの最適化や収益の最大化を進めてまいりました。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、新たな事業基盤を創出すべく尽力してまいりました結果，新人アー

ティストｆｌｕｍｐｏｏｌ（フランプール）など次世代を担うアーティストの発掘・育成が順調に成果を上げており

ます。 

当第３四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、大型作品のリリース数減少による利益の低

下もあり、メディアビジュアル事業で減収減益となりましたが、アーティストマネージメント事業におきましては、

大型野外コンサートや年末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た結果、アーティストグッ

ズ、ＦＣ事業も含め好調に推移し、大幅な増収増益要因となりました。さらに、音楽系、役者系の若手アーティスト

による活動も大幅に拡大し増益に寄与いたしました。コンテンツ事業におきましては、新たな連結子会社が加わり、

旧譜楽曲の音楽配信収入を中心に、原盤印税収入、著作権印税収入が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３四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は、アーティストマネージメント事業、コン

テンツ事業が好調だったことにより、営業収入215億５千２百万円（前年同期比20.6％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26億１千４百万円（前年同期比174.2％増）、経常

利益は26億１千７百万円（前年同期比175.4％増）、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は、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、11億８千４百万円（前年同期比106.2％

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、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、福山雅治、Ｐｅｒｆｕｍｅのコンサート収入など、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。 

音楽事業につきましては、桑田佳祐ＤＶＤコンプリートパッケージ、サザンオールスターズライブＤＶＤ、Ｐｅｒ

ｆｕｍｅＣＤアルバム「ＧＡＭＥ」などの印税収入、㈱Ａ‐Ｓｋｅｔｃh第一弾アーティストとしてデビューしたｆ

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

ミニアルバム「Ｕｎｒｅａｌ」などのヒットにより好調に推移いたしました。 

出演事業につきましては、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Ｔ

Ｖ・ＣＭ出演なども好調でありました。 

この結果、営業収入130億１千６百万円（前年同期比32.7％増）営業利益34億２千１百万円（前年同期比144.4％

増）となり、大幅な増益となりました。 

  

〔メディアビジュアル事業〕 

当事業による営業収入につきましては、寺脇康文主演「相棒‐劇場版」の興行収入が好調であり、ＤＶＤ販売につ

きましては、福山雅治主演ドラマ「ガリレオ」、小出恵介主演邦画「僕の彼女はサイボーグ」、海外ドラマ「コーヒ

ープリンス１号店」などが堅調でありましたが、ビデオソフト市況の悪化に加え、大型作品のリリース数減少や当社

が制作出資いたしました映像作品のコストアップ要因があり、減収減益となっております。 

この結果、営業収入66億２千７百万円（前年同期比5.8％減）、営業損失５億８千５百万円（前年同期は１億１千

万円の営業利益）となりました。 

  

〔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、サザンオールスターズ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、著作権印税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19億８百万円（前年同期比86.5％増）、営業利益６億９百万円（180.3％増）となりました。 

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３四半期連結累計期間末の総資産は189億３千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億４千９百万円増

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３四半期連結累計期間末の負債は68億円となり、前連結会計年度末に比べ２億４千９百万円増加いたしまし

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３四半期連結累計期間末の純資産は121億３千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億円増加いたしま

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62.5％となりま

した。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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、９億７千４百万円増加し、当第３四半期連結累計期 

間末には27億１千３百万円となりました。 

当第３四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13億１千２百万円となりました。 

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６億７百万円となりました。 

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11億２千１百万円となりました。 

これは、主に少数株主からの払込み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が大きく起

因したことによるものであります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



第３四半期の業績は予定通り推移しており、平成20年11月11日に公表しました業績予想の見直しはおこなっており

ません。 

  

※上記の予想は、当企業グループが本資料発表日現在において入手可能な情報および合理的であると判断する一定の

前提に基づいたものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

   

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、㈱アズィールは平成20年４月１日に新規設立しましたため、前連結会計年度まで非連

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 

（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。 

   

    

 該当事項はありません。 

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） 

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 

（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 

  

・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３四半期連結累計期間の営業利益および経常利益は326,535千円、税金等調整前四半期純

利益は、605,226千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３四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３四半期連結累計期間においての影響額はありません。 



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 2,737,575 1,855,865

受取手形及び営業未収入金 3,615,820 2,628,683

商品 3,369,959 3,974,809

製品 42,659 96,622

仕掛品 3,118,896 3,145,803

貯蔵品 13,362 32,284

その他 1,685,956 1,208,614

貸倒引当金 △17,076 △4,508

流動資産合計 14,567,153 12,938,174

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 712,207 724,464

土地 1,120,404 1,123,113

その他（純額） 103,743 61,098

有形固定資産合計 1,936,355 1,908,676

無形固定資産 278,906 299,948

投資その他の資産   

投資有価証券 582,341 741,100

その他 1,676,684 1,704,319

貸倒引当金 △107,130 △107,316

投資その他の資産合計 2,151,895 2,338,102

固定資産合計 4,367,157 4,546,727

資産合計 18,934,311 17,484,902



（単位：千円）

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   

営業未払金 3,900,677 3,495,659

短期借入金 － 1,100,000

未払法人税等 1,206,477 211,602

返品調整引当金 26,915 41,264

その他 941,007 616,194

流動負債合計 6,075,078 5,464,719

固定負債   

退職給付引当金 595,766 632,677

役員退職慰労引当金 43,600 359,169

その他 86,530 95,276

固定負債合計 725,897 1,087,123

負債合計 6,800,975 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 8,574,677 7,537,977

自己株式 △17,886 △17,737

株主資本合計 11,839,505 10,802,954

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 92,124 57,797

為替換算調整勘定 △95,495 △61,450

評価・換算差額等合計 △3,371 △3,653

少数株主持分 297,201 133,757

純資産合計 12,133,336 10,933,058

負債純資産合計 18,934,311 17,484,902



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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) 

営業収入 21,552,104

営業原価 15,837,510

営業総利益 5,714,594

返品調整引当金戻入額 14,349

差引営業総利益 5,728,943

販売費及び一般管理費 3,114,357

営業利益 2,614,585

営業外収益  

受取利息 13,448

受取配当金 3,049

消費税等調整額 8,090

その他 13,151

営業外収益合計 37,740

営業外費用  

支払利息 19,505

支払手数料 10,371

その他 5,390

営業外費用合計 35,268

経常利益 2,617,058

特別利益  

投資有価証券売却益 601,275

その他 163,077

特別利益合計 764,353

特別損失  

投資有価証券評価損 65,580

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 266,038

特別損失合計 762,362

税金等調整前四半期純利益 2,619,048

法人税、住民税及び事業税 1,379,289

法人税等調整額 85,153

法人税等合計 1,464,443

少数株主損失（△） △29,479

四半期純利益 1,184,085



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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) 

営業収入 6,761,398

営業原価 5,050,428

営業総利益 1,710,970

返品調整引当金戻入額 957

差引営業総利益 1,711,927

販売費及び一般管理費 1,109,710

営業利益 602,216

営業外収益  

受取利息 4,722

受取配当金 938

その他 9,498

営業外収益合計 15,159

営業外費用  

支払利息 2,520

支払手数料 6,133

その他 44

営業外費用合計 8,698

経常利益 608,677

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,432

投資有価証券売却益 37,200

その他 27,486

特別利益合計 66,119

特別損失  

投資有価証券評価損 3,687

その他 503

特別損失合計 4,190

税金等調整前四半期純利益 670,606

法人税、住民税及び事業税 429,278

法人税等調整額 82,613

法人税等合計 511,892

少数株主損失（△） △1,727

四半期純利益 160,441



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

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 2,619,048

減価償却費 105,751

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,716

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36,911

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △315,569

返品調整引当金の増減額（△は減少） △14,349

受取利息及び受取配当金 △16,498

支払利息 19,505

投資有価証券売却損益（△は益） △601,275

投資有価証券評価損益（△は益） 65,580

営業債権の増減額（△は増加） △861,226

たな卸資産の増減額（△は増加） 704,641

その他の流動資産の増減額（△は増加） △331,569

営業債務の増減額（△は減少） 220,266

その他の流動負債の増減額（△は減少） 241,769

その他 △111,344

小計 1,701,536

利息及び配当金の受取額 17,061

利息の支払額 △17,954

法人税等の支払額 △388,514

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,312,129

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 △96,166

有形固定資産の売却による収入 43,896

無形固定資産の取得による支出 △104,585

無形固定資産の売却による収入 114,117

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 820,900

貸付けによる支出 △531,676

貸付金の回収による収入 213,885

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 200,655

投資活動によるキャッシュ・フロー 607,369

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） △1,100,000

自己株式の取得による支出 △146

配当金の支払額 △154,457

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 △19,315

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,121,963

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 790,419

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 2,713,720



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。 

  

該当事項はありません。 

  

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） 

(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、舞台およびイベントの企画・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およ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、映画製作および配給収入、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．会計処理の方法の変更 

「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３四半期連結累計期間において「メディアビジュアル事業」で326,535

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。 

  

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） 

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。 

  

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） 

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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

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 
 13,016,369  6,627,516  1,908,218  21,552,104 －  21,552,104

(2）セグメント間の内

部営業収入又は振

替高 

 15,793  63,294  15,819  94,907 (94,907) － 

計  13,032,163  6,690,810  1,924,038  21,647,012 (94,907)  21,552,104

営業利益（△損失）  3,421,656  △585,578  609,804  3,445,882 (831,296)  2,614,585

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  
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（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 営業収入    17,867,739  100.0

Ⅱ 営業原価    13,737,792  76.9

営業総利益     4,129,947  23.1

返品調整引当金繰入額    36,146  0.2

差引営業総利益    4,093,801  22.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    3,140,145  17.6

営業利益    953,655  5.3

Ⅳ 営業外収益       

1.受取利息   13,113     

2.受取配当金   2,482     

3.その他   12,559  28,155  0.2

Ⅴ 営業外費用       

1.支払利息   17,619     

2.その他   14,051  31,671  0.2

経常利益    950,140  5.3

Ⅵ 特別利益       

貸倒引当金戻入益   3,288  3,288  0.0

Ⅶ 特別損失       

投資有価証券評価損   13,108  13,108  0.0

税金等調整前四半期純利益    940,320  5.3

法人税、住民税及び事業税  459,146     

法人税等調整額 △105,840  353,306  2.0

少数株主利益    12,780  0.1

四半期純利益    574,233  3.2



  

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成19年10月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 営業収入    6,861,737  100.0

Ⅱ 営業原価    5,122,543  74.7

営業総利益     1,739,193  25.3

返品調整引当金戻入額    6,234  0.1

差引営業総利益    1,745,427  25.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,057,752  15.4

営業利益    687,674  10.0

Ⅳ 営業外収益       

1.受取利息   7,414     

2.受取配当金   1,008     

3.その他   4,794  13,217  0.2

Ⅴ 営業外費用       

1.支払利息   9,453     

2.その他   8,114  17,567  0.2

経常利益    683,324  10.0

税金等調整前四半期純利益    683,324  10.0

法人税、住民税及び事業税  280,448     

法人税等調整額 △11,400  269,047  3.9

少数株主利益    3,957  0.1

四半期純利益    410,319  6.0



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） 

  

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） 

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。 

  

  

（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

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 
 9,808,787  7,036,050  1,022,901  17,867,739 －  17,867,739

(2）セグメント間の内

部営業収入又は振

替高 

 77,763  11,135  13,916  102,814 (102,814) － 

計  9,886,550  7,047,186  1,036,817  17,970,554 (102,814)  17,867,739

営業利益  1,400,110  110,959  217,516  1,728,586 (774,931)  953,655

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

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） 

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。 


	㈱アミューズ(4301） 平成21年３月期 第３四半期決算短信: ㈱アミューズ(4301） 平成21年３月期 第３四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -


