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1.  平成21年8月期第2四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年2月28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2四半期 1,494 △22.6 △68 ― △78 ― △80 ―
20年8月期第2四半期 1,933 2.2 △189 ― △188 ― △90 ―

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2四半期 △1,196.52 ―
20年8月期第2四半期 △2,107.65 ―

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2四半期 1,383 100 7.3 1,503.06
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2四半期  100百万円 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 ― 0.00
21年8月期 

（予想）
― 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 3,420 △12.1 △56 ― △57 ― △43 ― △453.97
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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）  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、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。 

(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） 

※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2四半期 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2四半期  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2四半期 66,902株 20年8月期第2四半期 42,902株
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当第２四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平成21年２月28日まで）における経済は、米国

の金融危機による世界的な経済の縮小を招き、輸出の鈍化等を起因として、わが国においても景気減

速が顕著となり、企業収益の悪化を要因とした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、コスト削減による売上原価率の改

善および費用の圧縮等に注力しました。 

売上高は、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はほぼ前年同期の水準を維持し

たものの、パッケージディストリビューション事業において音楽ＣＤ市場の縮小傾向等の影響により

苦戦を強いられたことから、前年同期より22.6％減の1,494百万円となりました。 

利益面では、固定費等の費用削減に積極的に取り組み、販売費及び一般管理費は前年同期比29.9%

減の371百万円となりました。しかしながら、音楽ＣＤ販売事業での売上高の落ち込みを補うことが

できず、営業損失は68百万円（前年同期は営業損失189百万円）、経常損失は78百万円（前年同期は

経常損失188百万円）となり、四半期純損失は80百万円（前年同期は四半期純損失90百万円）となり

ました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（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23.5%減の1,305百万円となりました。音楽ＣＤ市場の低迷の影響をう

け、新譜については金額ベースで前年同期比2.3%増となったものの、旧譜の落ち込みが大きく影響し

金額ベースで30.9%減と前年同期を大きく下回りました。 

なお、前期からひき続き原価率の改善に取り組みましたが、商品在庫評価減等により粗利益率は

18.4%、金額で243百万円（対前年同期△74百万円）となりました。 

また、営業利益は、販売費等の削減効果（対前年同期比38.2%減）により52百万円（対前年同期＋

42百万円）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、前年同期に対して18.0%減の114百万円となりました。 

利益面では、前年同期に不採算事業を売却したことにより、粗利益において41百万円（対前年同期

＋38百万円）、営業利益において販売費等の削減効果（対前年同期比31.0%減）も含めて0.7百万円

（対前年同期＋56百万円）となり、前年同期と比較して大幅に改善しました。 

  

（レーベル事業） 

売上高は、前年同期に対して12.9%減の75百万円となりました。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ましたが、製品在庫評価

減及び返品調整引当金繰入等により、粗利益は16百万円（対前年同期△５百万円）となりました。 

また、販売費及び一般管理費等の削減効果（対前年同期比41.4%減）を吸収できず、営業損失は前

年同期より19百万円改善したものの16百万円となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

総資産は1,383百万円となり、前連結会計年度末に比べ129百万円減少しました。主な増加要因は、

一部商材の買い取りにより、たな卸資産43百万円の増加であり、主な減少要因は、売上高の減少によ

り売掛金で130百万円減少いたしました。 

負債は1,283百万円となり、前連結会計年度末に比べ49百万円減少しました。主な増加要因は、平

成21年２月18日に私募債の発行による社債200百万円の増加であり、主な減少要因は、仕入高の減少

・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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による買掛金172百万円、長期借入金の約定弁済額50百万円であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ80百万円減少し100百万円となりました。主な減少要因は、当

第２四半期連結累計期間純損失80百万円によるものです。 

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7.3%となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末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10百万円増加し、403百万円となりました。 

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、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、178百万円となりました。売上債権の減少により130百万円の増

加要因はあったものの、税金等調整前四半期純損失が78百万円、仕入債務の減少172百万円及びたな

卸資産の増加43百万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） 

財務活動に得られた資金は、150百万円となりました。これは、社債の発行による収入200百万円に

よる増加、及び長期借入金の返済による60百万円の減少によるものです。 

  

当第２四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平成21年２月28日まで） 

 
経営環境等を勘案し通期の業績予想の見直しをおこない、平成20年11月４日発表の予想を修正いたしま

した。詳細は、平成21年２月27日公表の「平成21年８月期通期・第２四半期（連結・個別）業績予想の修
正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
 第２四半期連結累計期間における業績につきましては、営業利益及び経常利益において原価率の低い仕
入先の売上比率が増加したことによる若干の改善がありましたが、四半期純利益において直近の経営環境
から財務状況及び今後の業績の見通しについて保守的に見込んだことから、12百万円の貸倒引当金を計上
しております。 
 今後の経営合理化の進捗状況により、通期の連結業績予想及び個別業績予想の変更を行う可能性があり
ます。 
 なお、業績予想の変更を行う場合は、すみやかに公表をいたします。 

  
  

該当事項はありません。 

  

・「たな卸資産の評価方法」 
当第２四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

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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２四半期 
（予想）

1,507 △15.0 △84 ─ △85 ─ △70 ─

21年８月期第２四半期 
（実績）

1,494 △22.6 △68 ─ △78 ─ △80 ─

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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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、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。 
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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21年２月28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 403,772 433,079 

受取手形及び売掛金 634,299 765,239 

商品及び製品 259,266 221,127 

仕掛品 35,174 29,921 

その他 62,234 72,046 

貸倒引当金 △86,859 △87,525 

流動資産合計 1,307,887 1,433,888 

固定資産   

有形固定資産 12,560 13,908 

無形固定資産   

その他 13,183 17,047 

無形固定資産合計 13,183 17,047 

投資その他の資産   

固定化営業債権 154,261 154,261 

その他 60,773 58,408 

貸倒引当金 △165,044 △164,211 

投資その他の資産合計 49,990 48,457 

固定資産合計 75,734 79,413 

資産合計 1,383,622 1,513,301 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 806,641 979,514 

短期借入金 50,000 39,000 

1年内返済予定の長期借入金 15,500 65,760 

未払法人税等 4,851 9,338 

返品調整引当金 18,884 15,621 

その他 92,352 107,061 

流動負債合計 988,230 1,216,295 

固定負債   

社債 200,000 － 

長期借入金 － 9,935 

退職給付引当金 14,209 12,284 

負ののれん 1,423 1,779 

その他 79,200 92,400 

固定負債合計 294,833 116,398 

負債合計 1,283,064 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 1,360,129 1,360,317 

利益剰余金 △2,879,083 △2,799,033 

自己株式 △138,041 △138,229 

株主資本合計 100,557 180,607 

純資産合計 100,557 180,607 

負債純資産合計 1,383,622 1,513,301 
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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９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 1,494,962

売上原価 1,191,918

売上総利益 303,043

販売費及び一般管理費 371,588

営業損失（△） △68,544

営業外収益  

受取利息 86

負ののれん償却額 355

持分法による投資利益 437

その他 2

営業外収益合計 882

営業外費用  

支払利息 667

資金調達費用 10,000

その他 5

営業外費用合計 10,672

経常損失（△） △78,334

特別利益 －

特別損失  

貸倒引当金繰入額 166

特別損失合計 166

税金等調整前四半期純損失（△） △78,501

法人税、住民税及び事業税 1,548

法人税等調整額 －

法人税等合計 1,548

少数株主利益 －

四半期純損失（△） △80,049
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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12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 760,704

売上原価 623,408

売上総利益 137,296

販売費及び一般管理費 169,923

営業損失（△） △32,626

営業外収益  

受取利息 73

負ののれん償却額 177

その他 1

営業外収益合計 252

営業外費用  

支払利息 256

持分法による投資損失 608

資金調達費用 10,000

その他 5

営業外費用合計 10,870

経常損失（△） △43,244

特別利益 －

特別損失  

貸倒引当金繰入額 17,412

特別損失合計 17,412

税金等調整前四半期純損失（△） △60,656

法人税、住民税及び事業税 814

法人税等調整額 －

法人税等合計 814

少数株主利益 －

四半期純損失（△） △61,471
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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９月１日 
 至 平成21年２月28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（△） △78,501

減価償却費 5,721

負ののれん償却額 △355

貸倒引当金の増減額（△は減少） 166

返品調整引当金の増減額（△は減少） 3,263

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,925

受取利息及び受取配当金 △86

支払利息 667

持分法による投資損益（△は益） △437

資金調達費用 10,000

リース資産減損勘定の取崩額 △13,199

売上債権の増減額（△は増加） 130,107

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,391

仕入債務の増減額（△は減少） △172,872

その他 △18,632

小計 △175,624

利息及び配当金の受取額 106

利息の支払額 △488

法人税等の支払額 △2,479

営業活動によるキャッシュ・フロー △178,486

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） 11,000

長期借入金の返済による支出 △60,195

社債の発行による収入 200,000

配当金の支払額 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー 150,785

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,693

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 403,772
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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。 

当四半期連結累計期間においても、コスト低減による売上原価率の改善及び費用削減等の合理化に

注力して参りましたが、音楽ＣＤ市場の低迷等の影響をうけ、売上高の減少により黒字化にはいたら

ず68百万円の営業損失並びに当四半期純損失80百万円を計上し、営業活動によるキャッシュ・フロー

についても当第２四半期連結累計期間において178百万円のマイナス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

することとなり、その結果、平成20年12月の仕入債務決済資金について緊急的処置として役員からの

借入により補填するような厳しい状況にありました。 

このため、当社は、新たな資本提携先のアイシス・パートナーズ株式会社に対し、平成21年2月18

日付でダイキサウンド株式会社第1回無担保社債200百万円の発行決議をおこない、同日払込みが終了

いたしました。 
  
なお、当該社債の引受先のアイシス・パートナーズ株式会社に対して、平成21年3月23日を払込期

日とする、社債債務の株式化（デット・エクィティ・スワップ）による第三者割当増資をおこないま

した。（詳細は重要な後発事象に記載しております。）又、アイシス・パートナーズ株式会社の親会

社であるミネルヴァ債権回収株式会社は資金の充分性に問題なく、当該子会社のアイシス・パートナ

ーズ株式会社に対し資金提供が可能であり、当社の緊急の資金需要に対応する旨、表明を受けており

ます。 

これにより、仕入債務決済資金等については確保され、今後の資金の充分性についての懸案事項は

解消されたと判断しております。 

一方、平成21年8月期通期での業績については依然として営業損失及び当期純損失の計上が見込ま

れることから、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、早期に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」を着実に実行することにより、更に今後1年間にわたりコスト削減、原価率の改善及び費用の圧

縮に注力し、「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。 

平成20年8月期実績15.3%から13.3%へと2.0%の改善 

返品リスクのない、WEB通販事業等取引の拡大、通期で平成20年8月期比54.2%増を見込む。 

以上の施策により原価率を83.0%へ、平成20年8月期比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%へ平成20年8月期比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、金額ベースで平成20年8月期比54百万円の削減 

・平成20年8月期における長期前払費用の償却負担97百万円が償却完了により当期は年間で軽減

されます。 

一方で、当社グループが早期に業績の改善を図るためには、「音楽ＣＤ市場の縮小に伴う新たな事

業の創出」が必要であることを認識し、新たに当社の親会社となったアイシス・パートナーズ株式会

社との連携を強め、既存事業の効率的な運営と、新規事業の導入を検討いたします。又、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について、将来の収益拡大につなげるため、

事業シナジーの高い会社との事業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２四半期連結累計期間(自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日)
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当第２四半期連結累計期間(自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日) 

 
(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。 
  

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】

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

1,305,155 114,580 75,226 1,494,962 ― 1,494,962

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

12,224 ― ― 12,224 （12,224） ―

計 1,317,380 114,580 75,226 1,507,186 （12,224） 1,494,962

営業利益又は営業損失(△) 52,260 755 △16,913 36,102 △104,647 △68,544

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日）

【海外売上高】

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年２月28日）

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

11

ダイキサウンド㈱(3350)平成21年８月期 第２四半期決算短信



前年同四半期に係る財務諸表等 
(1) 中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

前中間連結会計期間

(自 平成19年９月１日
至 平成20年２月29日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,933,373 100.0

Ⅱ 売上原価 1,591,890 82.3

   売上総利益 341,483 17.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 530,488 27.5

  営業損失 189,004 △9.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 696

 ２ 貸倒引当金戻入益 2,114

 ３ 業務受託料 2,720

 ４ 持分法による投資利益 3,730

 ５ その他 982 10,244 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 9,586

 ２ 持分法による 
   投資損失

─

 ３ その他 536 10,122 0.5

   経常損失 188,883 △9.8

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 13,000

 ２ 子会社株式売却益 102,449

 ３ その他 6,220 121,670 6.3

Ⅶ 特別損失

 １ たな卸商品評価損 ─

 ２ 減損損失 ─

 ３ 固定資産除却損 21,349

 ４ 投資有価証券評価損 ─

 ５ その他 ─ 21,349 1.1

   税金等調整前 
中間(当期)純損失

88,563 △4.6

   法人税、住民税及び
事業税

1,859

   法人税等調整額 ─ 1,859 0.1

   少数株主利益 ─ ─

   中間(当期)純損失 90,422 △4.7
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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9月1日
至 平成20年2月29日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１ 税金等調整前中間(当期)純損失 △88,563

２ 減価償却費 62,330

３ 貸倒引当金の増加額又は減少額(△) △15,114

４ 返品調整引当金の増加額又は減少額(△) △477

５ 退職給付引当金の増加額又は減少額(△) 2,869

６ 受取利息 △696

７ 支払利息 9,586

８ 持分法による投資利益 △3,730

９ 持分法による投資損失 ─

10 たな卸資産評価損 ─

11 固定資産除却損 21,349

12 子会社株式売却益 △102,449

13 投資有価証券評価損 ─

14 減損損失 ─

15 のれん償却額 ─

16 負ののれん償却額 △355

17 リース資産減損勘定取り崩し △13,199

18 売上債権の増加額(△)又は減少額 232,917

19 たな卸資産の増加額(△)又は減少額 △7,722

20 仕入債務の増加額又は減少額(△) △233,453

21 その他 △68,884

小計 △205,593

22 利息の受取額 676

23 利息の支払額 △9,718

24 法人税等の支払額 △3,459

営業活動によるキャッシュ・フロー △218,095

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１ 定期預金の預入による支出 △70,000

２ 定期預金の払出による収入 770,004

３ 有形固定資産の取得による支出 △38,456

４ 無形固定資産の取得による支出 ─

５ 投資有価証券の取得による支出 ─

６ 投資有価証券の売却による収入 ─

７ 貸付の回収による収入 ─

８ 長期前払費用の支払額 ─

９ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
  譲渡による支出

─

10 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
  売却による収入

165,816

11 その他の投資の回収による収入 17,659

12 その他の投資による支出 ─

投資活動によるキャッシュ・フロー 845,024

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 短期借入金の純増額 △747,305

２ 長期借入による収入 ─

３ 長期借入金の返済による支出 △113,730

４ 株式の発行による収入 ─

５ 配当金の支払額 △12

６ その他 ─

財務活動によるキャッシュ・フロー △861,048

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  又は減少額(△)

△234,119

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中間期末(期末)残高 450,633
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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】 

 
(注) １ 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……音楽配信、店頭楽曲配信端末の販売、実売データ等の情報提供
 (3) レーベル事業…………………………………インディーズCDの企画、制作、販売 
２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(105,222千円)の主なものは、親会社本社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。 
  
【所在地別セグメント情報】 

該当事項はありません。 
  
【海外売上高】 

該当事項はありません。 
  

前中間連結会計期間(自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29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

1,707,225 139,758 86,389 1,933,373 ─ 1,933,373

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

14,948 ─ ─ 14,948 (14,948) ─

計 1,722,174 139,758 86,389 1,948,322 (14,948) 1,933,373

営業費用 1,713,764 195,414 122,376 2,031,555 90,822 2,122,378

営業利益又は営業損失(△) 8,409 △55,655 △35,987 △83,233 (105,771) △189,004
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１ 第三者割当による新株式発行および主要株主である筆頭株主ならびに親会社の異動について 

当社は、平成21年３月５日開催の当社取締役会において、現物出資（デット・エクイティ・スワッ
プ）による新株式発行（第三者割当増資）を決議いたしました。 
 また、当該第三者割当増資により、平成21年３月23日付で当社の主要株主および親会社の異動が動が
ありました。概要は下記の通りです。 
新株式発行要領 

 
主要株主である筆頭株主の異動及び親会社の異動 

(1) 当該異動に係る親会社の名称等 

 
  

(2) 当該異動に係る親会社の名称等 

 
  

6. その他の情報
（重要な後発事象）

(1) 発行新株式数 普通株式  62,676株

(2) 発行価額        １株につき 金3,191円

(3) 発行価額の総額   金199,999,116円

現物出資（デット・エクィティ・スワップ）の払込の方法をとるものとする。

(4) 資本組入額   １株につき 金1,596円

(5) 資本組入額の総額 金100,030,896円

(6) 募集又は割当方法   第三者割当の方法による。

(7) 申込期日       平成21年３月23日
(8) 払込期日       平成21年３月23日
(9) 割当先および割当株式数 アイシス・パートナーズ株式会社 62,676株
(10) 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(11) 
 

現物出資財産の内容 
 

平成21年２月18日付ダイキサウンド株式会社第１回無担保社債に基
づく私募社債債権

私募社債券の額 金200,000,000円
(12) 割当新株式の譲渡報告に関する事項

 当社は、割当先との間において、割当新株式について継続保有及び預託にする取り決めはあ
りませんが、割当新株式を中長期的に保有することについて内諾を得ております。割当先との
間において、効力発生日（平成21年３月23日）より２年間において、また、当該割当新株式の
全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡
日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告することの内諾を得ておりま
す。

① 名称 アイシス・パートナーズ株式会社

② 本店所在地      東京都千代田区麹町三丁目５番19号

③ 代表者  代表取締役 小野間史敏

④ 資本金の額 10百万円

⑤ 主な事業内容
事業再生対象企業の各種株式の取得、増資・社債等の引受を行
う業務

⑥ 当社との関係   
当社の発行するダイキサウンド株式会社第１回無担保社債２億
円の引受があります。

⑦ 事業年度の末日      ２月末日
⑧ 上場取引所       非公開会社

⑨ 大株主及び持株比率 ミネルヴァ債権回収株式会社 100.00％

① 名称 ミネルヴァ債権回収株式会社
② 本店所在地      東京都千代田区麹町三丁目５番19号
③ 代表者  代表取締役 小野間史敏
④ 資本金の額 550百万円
⑤ 主な事業内容 企業再生に関して投融資を行う業務

⑥ 当社との関係   
ミネルヴァ債権回収株式会社より執行役員1名を受け入れており
ます。

⑦ 事業年度の末日      ３月31日
⑧ 上場取引所       非公開会社
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(3) 異動の前後における当該会社の所有議決権の数及びその議決権の総数に対する割合 
① アイシス・パートナーズ株式会社 

 
  
② ミネルヴァ債権回収株式会社 

 
＊議決権を有しない株式として発行済株式総数（平成21年３月23日付新株発行後株式数130,079株）

から控除した株式数 501株 
  
(4) 異動の前後における当該会社の所有株式数及びその発行済株式数に対する割合 

① アイシス・パートナーズ株式会社 

 
  
② ミネルヴァ債権回収株式会社 

 
  

議決権の数
（所有議決権数）

総株主の議決権の
数に対する割合＊

大株主順位

異動前 ─ ─ ─

異動後 62,676個 48.36％ 第1位

議決権の数
（所有議決権数）

総株主の議決権の
数に対する割合＊

大株主順位

異動前 ─ ─ ─

異動後 （62,676個） （48.36％） （第1位）

発行済株式数
（所有株式数）

総株主の所有株式数 
に対する割合

大株主順位

異動前 ─ ─ ─

異動後 62,676株 48.18％ 第1位

発行済株式数
（所有株式数）

総株主の所有株式数 
に対する割合

大株主順位

異動前 ─ ─ ─

異動後 （62,676株） （48.18％） （第1位）
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