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1.  平成21年8月期第1四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成20年11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8月期第1四半期 734 △30.8 △35 ― △35 ― △18 ―
20年8月期第1四半期 1,061 5.2 △78 ― △63 ― △42 ―

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8月期第1四半期 △277.70 ―
20年8月期第1四半期 △995.70 ―

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8月期第1四半期 1,071 162 15.1 2,421.88
20年8月期 1,513 180 11.9 2,699.58

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  162百万円 20年8月期  180百万円

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8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 1,874 △3.0 △8 ― △8 ― △11 ― △168.85
通期 4,022 3.4 36 ― 36 ― 33 ― 507.48

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） 

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務情報等】 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 
 １ 本資料に記載されている業績見通しは、発表日現在で入手可能な情報により作成したものです。実際の業績等は、今後様々な要因によって予測数値と異なる 
   可能性があります。 
 ２ 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。  

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8月期第1四半期  67,403株 20年8月期  67,403株
② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  501株 20年8月期  501株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第1四半期  66,902株 20年8月期第1四半期  42,902株
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当第１四半期（平成20年９月１日から平成20年11月30日まで）におけるわが国経済は、米国発の金融不
安が世界的な金融市場の混乱を招き、海外経済の減速傾向による輸出の鈍化等により企業収益の悪化を要
因として雇用不安及び個人消費に先行き不透明な状況にあります。 
  
当社が所属する音楽業界についても依然として厳しい状況で推移しております。 
このような状況下、当社グループは経営資源の主力事業への集中を図り早期の黒字化を図ってまいりま

したが、主力事業の音楽CD販売が市場の低迷等の影響により、計画値を下回る状況で推移しました。 
この結果、売上高は前年同期より30.8％減の734百万円となりました。利益面では、前期から引き続き

経費削減等に積極的に取り組んだ結果、販売費及び一般管理費を前年同期比24.7%削減、また、特別利益
に貸倒引当金の戻入額17百万円を計上いたしました。 
しかし、売上高の落ち込みを補うことが出来ず、営業損失は35百万円（対前年同期43百万円改善）、経

常損失は35百万円（対前年同期28百万円改善）、四半期純損失は18百万円（対前年同期24百万円改善）と
なりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 
  

（パッケージディストリビューション事業） 

売上高は、前年同期に対して31.2%減の654百万円となりました。 
音楽ＣＤ市場の低迷の影響をうけ、新譜については前年同期比9.3%減にとどまったものの旧譜の落ち込

みが大きく影響し数量ベースで30.7%と前年同期を下回りました。 
また、前期からひき続き原価率の改善に取り組みましたが１枚当たり販売単価が前年同期比4.2%下回っ

たことで粗利益率は21.0%（前年同期は24.8%）、金額では137百万円（前年同期は189百万円）となりまし
た。 
しかし、営業利益は、販売費等の削減効果により前年同期を3百万円上回る38百万円となりました。 
  

(デジタルディストリビューション事業) 

売上高は、音楽配信サービス売上高が前年同期比16.6%増、と伸びたものの、トータルでは、前年同期
に対して27.6%減の55百万円（前期にメディア事業を売却した影響額20百万円を除くと0.9%減）となりま
した。 
利益面では、不採算事業の売却及び音楽配信サービスについて、ロイヤルティー率の改善及び付加価値

の高い月額会員制の導入等の施策により粗利益率は35.1%（前年同期は7.6%）、金額では19百万円（前年
同期５百万円）と大幅に改善しました。 
しかし、販売費及び一般管理費を吸収するまでにはいたらず、営業損失は前年同期を13百万円下回り3

百万円となりました。 
  

(レーベル事業) 

売上高は、前年同期に対して29.5%減の29百万円となりました。 
当社子会社の㈱ディスカスにおいて、主力商材の発売タイトル数が前年同期金額ベースで12百万円減と

依然として減少傾向で推移しました。 
利益面では、前期から引き続き制作費の合理化及びコスト削減に取り組み、粗利益は前年同期より13百

万円改善し、７百万円（前年同期は△６百万円）となりました。 
しかし、販売費及び一般管理費を吸収するまでにはいたらず、営業損失は前年同期を25百万円下回り９

百万円となりました。 
  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

総資産は1,071百万円となり、前連結会計年度末に比べ441百万円減少しました。主な要因は、借入金
返済及び運転資金への充当に伴う現金及び預金263百万円、売上高の減少により売掛金で212百万円であ
ります。 
負債は909百万円となり、前連結会計年度末に比べ422百万円減少しました。主な要因は、仕入高の減

少により買掛金が318百万円、長期借入金の繰上げ返済により、短期・長期借入金で84百万円でありま
す。 
純資産は162百万円となり、前連結会計年度末に比べ18百万円減少しました。主な要因は、当第１四

半期純損失18百万円であります。以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の11.9%から15.1%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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結
会計年度末に比べて223百万円減少し、169百万円となりました。 
当第１四半期連結会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、次のとおりであ

ります。 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
営業活動によって減少した資金は、176百万円となりました。売上債権の減少により212百万円の増加

要因はあったものの、税金等調整前四半期純損失が17百万円、仕入債務の減少318百万円及びたな卸資
産の増加27百万円であっ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) 
投資活動によって得られた資金は、38百万円となりました。主として、定期預金の払戻40百万円であ

ります。 
  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
財務活動に使用された資金は、84百万円となりました。これは、短期借入金の返済30百万円及び長期

借入金の返済54百万円です。 
  

当第１四半期会計期間の業績につきましては、平成20年11月４日に発表いたしました、平成20年８月期
決算短信に記載の業績予想を概ね計画のとおりに推移しておりますが、第２四半期会計期間での経営環境
の変化が予測される状況が推測されるため、現在、業績数値および業績の推移を精査中であり、連結業績
予想に修正の必要性が生じた場合には、直ちに開示いたします。 

  
  

該当事項はありません。 
  

  

・「たな卸資産の評価方法」 
当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実施たな卸を省略し、前連結会計年度

末の実施たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
当第１四半期連結会計期間末のたな卸資産の簿価切下げにつきましては洗替法を採用しておりま

す。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込み等のたな卸資産で、前連結会計年度末におい
て、帳簿価額を処分見込価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化
がないと認められるものに限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上する方法によって
おります。 
  

  

・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。 

・「たな卸資産」 
通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりま

したが、当第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、移動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）により算定しております。 
この変更による損益に与える影響はありません。 
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. 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：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 169,788 433,079

受取手形及び売掛金 552,868 765,239

商品及び製品 246,740 221,127

仕掛品 31,320 29,921

その他 62,179 72,046

貸倒引当金 △70,279 △87,525

流動資産合計 992,616 1,433,888

固定資産   

有形固定資産 13,234 13,908

無形固定資産   

その他 15,079 17,047

無形固定資産合計 15,079 17,047

投資その他の資産   

固定化営業債権 154,261 154,261

その他 60,804 58,408

貸倒引当金 △164,211 △164,211

投資その他の資産合計 50,854 48,457

固定資産合計 79,167 79,413

資産合計 1,071,783 1,513,301

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 661,510 979,514

短期借入金 9,000 39,000

1年内返済予定の長期借入金 21,000 65,760

未払法人税等 5,134 9,338

返品調整引当金 11,703 15,621

その他 99,105 107,061

流動負債合計 807,454 1,216,295

固定負債   

長期借入金 － 9,935

退職給付引当金 14,899 12,284

負ののれん 1,601 1,779

その他 85,800 92,400

固定負債合計 102,301 116,398

負債合計 909,755 1,332,694

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,757,552 1,757,552

資本剰余金 1,360,317 1,360,317

利益剰余金 △2,817,612 △2,799,033

自己株式 △138,229 △138,229

株主資本合計 162,028 180,607

純資産合計 162,028 180,607

負債純資産合計 1,071,783 1,513,301
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
  至 平成20年11月30日) 

売上高 734,257

売上原価 568,510

売上総利益 165,746

販売費及び一般管理費 201,702

営業損失（△） △35,955

営業外収益  

受取利息 12

負ののれん償却額 177

持分法による投資利益 1,045

その他 1

営業外収益合計 1,238

営業外費用  

支払利息 411

営業外費用合計 411

経常損失（△） △35,128

特別利益  

貸倒引当金戻入額 17,283

特別利益合計 17,283

特別損失 －

税金等調整前四半期純損失（△） △17,844

法人税、住民税及び事業税 734

法人税等調整額 －

法人税等合計 734

少数株主利益 －

四半期純損失（△） △18,578
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
  至 平成20年11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損失（△） △17,844

減価償却費 2,898

負ののれん償却額 △177

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,245

返品調整引当金の増減額（△は減少） △3,918

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,615

受取利息及び受取配当金 △12

支払利息 411

持分法による投資損益（△は益） △1,045

リース資産減損勘定の取崩額 △6,599

売上債権の増減額（△は増加） 212,370

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,011

仕入債務の増減額（△は減少） △318,003

その他 △269

小計 △173,835

利息及び配当金の受取額 32

利息の支払額 △360

法人税等の支払額 △2,811

営業活動によるキャッシュ・フロー △176,974

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 40,000

その他の支出 △1,605

投資活動によるキャッシュ・フロー 38,394

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） △30,000

長期借入金の返済による支出 △54,695

配当金の支払額 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,711

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △223,290

現金及び現金同等物の期首残高 393,079

現金及び現金同等物の四半期末残高 169,788
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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。 

  

当社グループは、平成18年８月期、平成19年８月期及び平成20年８月期と３期間連続して営業損失を
計上してまいりました。 
当第1四半期連結会計期間においても一定の合理化の効果は見られるものの、売上高の減少により黒

字化にはいたらず35百万円の営業損失並びに当第１四半期純損失18百万円を計上しております。 
また、平成20年11月に予定していた資本提携等による資金調達は内容の精査をおこなった結果中止す

ることといたしました。 
そのため、平成20年12月の仕入債務決済資金について一部を役員からの借入により補填するような厳

しい状況にあります。（詳細は６．その他の情報（重要な後発事象）に記載しております。） 
当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 
当社グループは、当該状況を解消すべく、平成20年10月20日策定の「平成21年８月期事業計画」につ

いて更にコスト削減、原価率の改善等を図り、今後１年間にわたり「事業部門の収益化」を推進してま
いります。 
主たる事業計画としては、以下のとおりであります。 
① パッケージ事業 

・レーベル社数の確保、1001社から1100社へ10.0%増へと拡大により商品供給力を確保。 
・返品率及びリベート率の改善 
第10期実績15.3%から13.3%へと2.0%の改善 
返品リスクのない、通販事業「Amazon.co.jp」等取引の拡大、対前期比54.2%増を見込む。 

以上の施策により原価率を83.0%へ対前期比2.2%改善。 
② デジタル事業 

・売上高の増加及び利益率の改善 
都度課金のユニークユーザー5万人を月額会員に移行させ付加価値の高い事業を創出。 

・音楽配信のバックヤードの変更によりロイヤルティー率60.0%から50.0%へ等の施策により原価率
を81.3%へ対前期比19.3%改善。 

③ 販売費及び一般管理費の改善として 
・役員報酬を含む人件費を対前期比18.5%減、金額ベースで54百万円の削減 
・長期前払費用の償却負担97百万円償却完了により軽減されます。 
・その他経費全般の見直しをおこない、全体で201百万円の削減をおこないます。 

一方、当社グループが早急に改善すべき事項、いわゆる「事業資金の確保」、「財務内容の改善」及
び「音楽CD市場の縮小に伴う新たな事業の創出」であることを認識し、以下の施策をおこないます。 
 事業資金の確保については、今後１年間の安定的な事業資金を確保することが急務であることから平
成21年２月18日を払込期日とする200百万円の私募債の発行決議をおこなっております。なお、当該私
募債については、平成21年２月18日付にて払込みが終了しております。（詳細は重要な後発事象に記載
しております。） 
 財務内容の改善及び新たな事業の創出については、有料音楽配信事業を柱とするデジタルディストリ
ビューション事業を拡大する必要があることから、事業シナジーの高い会社との事業提携及び資本提携
等の話し合いをすすめてまいります。 
四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四

半期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日）
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(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

３ 各区分の主な事業内容 

(1) パッケージディストリビューション事業…CD等の卸売販売 

(2) デジタルディストリビューション事業……実売データ等の情報提供、音楽配信、店頭楽曲配信端末の販売 

(3) レーベル事業…………………………………インディーズCDの企画、制作、販売 

  

 
(注) １．各区分の主な事業内容 

事業区分は、販売形態の類似性及び事業の性質を考慮し、パッケージディストリビューション事業、デジタ

ルディストリビューション事業及びレーベル事業に区分しております。 

２．会計処理基準に関する事項の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収

益性の低下による簿価の切下げの方法）に変更しております。 

なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

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】

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年９月１日 至 平成19年11月30日）

パッケージデ 
ィストリビュ 
ーション事業 

(千円)

デジタルディ
ストリビュー
ション事業 
(千円)

レーベル事業
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

951,590 76,657 42,060 1,070,308 ― 1,061,104

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

9,204 ― ― 9,204 （9,204） ―

計 942,386 76,657 42,060 1,061,104 （5,546） 1,061,104

営業利益 34,450 △17,598 △35,894 △19,043 △59,949 △78,992

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日）

パッケージデ 
ィストリビュ 
ーション事業 

(千円)

デジタルディ
ストリビュー
ション事業 
(千円)

レーベル事業
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

649,095 55,512 29,648 734,257 ― 734,257

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5,546 ― ― 5,546 （5,546） ―

計 654,642 55,512 29,648 739,803 （5,546） 734,257

営業利益 38,088 △3,814 △9,929 24,344 △60,300 △35,955

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年９月１日 至 平成19年11月30日）

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日）
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年９月１日 至 平成19年11月30日）

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日）

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表等 
(1) (要約)四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

科  目

前第1四半期連結累計期間

(自 平成19年９月１日

 至 平成19年11月30日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 1,061,104

Ⅱ 売上原価 872,351

   売上総利益 188,753

Ⅲ 販売費及び一般管理費 267,745

   営業損失 78,992

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 1,204

 2. 貸倒引当金戻入額 18,032

 3. 業務受託料 2,040

 4. その他 555

  営業外収益合計 21,832

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 5,813

 2. 株式交付費 ─

 3. その他 220

  営業外費用合計 6,033

   経常損失 63,192

Ⅵ 特別利益

 1. 貸倒引当金戻入額 10,000

 2. 関係会社株式売却益 4,894

 3. 保険解約返戻金 6,220

 4. その他 ─

  特別利益合計 21,115

Ⅶ 特別損失 ─

   税金等調整前 

   四半期(当期)純損失
42,077

   法人税、住民税及び 

   事業税
640

   法人税等調整額 ─

   少数株主利益又は 

   少数株主損失(△)
─

   四半期(当期)純損失 42,717

10

ダイキサウンド㈱（3350）平成21年８月期 第１四半期決算短信



(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前第1四半期連結累計期間

 (自 平成19年９月１日期) 

至 平成19年11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

   税金等調整前四半期(当期)純損失(△) △42,077

   減価償却費 33,644

   貸倒引当金の増減額(△は減少) △28,032

   保険解約返戻金 △6,220

   リース資産減損勘定の取崩額 △8,171

   売上債権の増加額 189,904

   仕入債務の増減額(△は減少) △200,627

   その他 △47,259

    小計 △108,840

   利息の受取額 1,204

   利息の支払額 △6,552

   法人税等の支払額 △4,829

  営業活動によるキャッシュ・フロー △119,016

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △30,000

   定期預金の払出による収入 275,000

   有形固定資産の取得による支出 △32,844

   連結の範囲の変更を伴う子会社持分 

   の譲渡による収入(△は支出)
15,816

   その他 10,446

  投資活動によるキャッシュ・フロー 238,418

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増額(△は減少) △308,466

   長期借入れによる収入 ─

   長期借入金の返済による支出 △56,865

   株式の発行による収入 ─

   その他 △10

  財務活動によるキャッシュ・フロー △365,342

Ⅳ 現金及び現金同等物の換算差額 ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △245,940

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 684,752

Ⅶ 現金及び現金同等物の

  四半期末(期末)残高
438,812
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当社は、平成20年12月１日、当社取締役奥薗慶久と金銭消費貸借契約を締結し、借入を実行いたしま
した。当該借入による資金は、仕入債務の決済資金に充当しております。 
(1) 借入金額        60百万円 
(2) 借入実行日       平成20年12月１日 
(3) 借入期間        平成20年12月１日から返済期日の定めを行っていない。 
(4) 弁済方法        協議事項 
(5) 借入金利        利息は付さない 
(6) 担保          無担保 
(7) その他の重要な特約等  協議事項 

当社は、平成21年２月18日開催の取締役会において、私募債の発行を決議しております。なお、当該
私募債については、平成21年２月18日付にて払込みが終了しております。 
(1) 社債の名称       ダイキサウンド株式会社第１回無担保社債 
(2) 社債の総額       200百万円 
(3) 利率          年2.25％ 
(4) 発行価額        額面100円につき金100円 
(5) 償還価額        額面100円につき金100円 
(6) 償還期間        平成24年２月17日（３年） 
(7) 償還方法        満期一括償還 
(8) 発行の時期       平成21年２月18日 
(9) 担保の内容       無担保、無保証 
(10) 資金の使途       事業資金 
(11) その他の重要な特約等  協議事項 

6. その他の情報

（重要な後発事象）

１ 多額な資金の借入

２ 多額な社債の発行
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