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当社株式の時価総額及び今後の展開等について 

 

 当社の株式につきましては、平成 21 年１月の上場時価総額（月間平均上場時価総額及び月末上場

時価総額）が３億円未満となりましたので、今後の見通し等につきましてお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１． 当社株式の時価総額について 

当社株式は、平成 21 年１月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が所要額未満と

なりました。株券上場廃止基準第２条第１項第３号（上場時価総額）に基づき、９ヶ月（事業

の現状、今後の展開、事業計画の改善その他株式会社ジャスダック証券取引所が必要と認める

事項を記載した書面を３ヶ月以内に株式会社ジャスダック証券取引所に提出しない場合にあ

っては３ヶ月）以内に、毎月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が所要額以上にな

らない時は、上場廃止になる旨規定されております。但し、現在は平成 21 年１月 13 日付「上

場株券に係る上場時価総額基準の取扱いについて」にて、上場時価総額基準が５億円から３億

円に平成 21 年 12 月末までの間、所要額について一部変更されております。 

 

（ご参考） 

（１） ① 当社株式 平成 21 年１月末（1/30）現在の上場時価総額 

    １月末最終価格 2,500 円×１月末上場株式数 67,403 株 

      ＝月末上場時価総額 168,507,500 円 

② 当社株式 平成 21 年２月末（2/27）現在の上場時価総額 

    ２月末最終価格  5,200 円×２月末上場株式数 67,403 株 

      ＝月末上場時価総額 350,495,600 円 

③ 当社株式 平成 21 年３月末（3/31）現在の上場時価総額 

    ３月末最終価格 3,520 円×３月末上場株式数 130,079 株 

      ＝月末上場時価総額 457,878,080 円 

④ 当社株式 平成 21 年４月 28 日現在の上場時価総額 

    ４月 28 日最終価格 3,360 円×４月 28 日現在上場株式数 130,079 株 

     ＝４月 28 日現在上場時価総額 437,065,440 円 
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（２） ① 当社株式  平成 21 年１月月間平均上場時価総額 276,033,023 円 

② 当社株式  平成 21 年２月月間平均上場時価総額 236,180,112 円 

③ 当社株式  平成 21 年３月月間平均上場時価総額 290,273,470 円 

④ 当社株式  平成 21 年４月 28 日現在までの月間平均上場時価総額 421,455,960 円 

 

２． 事業の現状 

当社の事業は大きく分けて「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」、「レーベル事業」の３つの事業に区分されます。パッケージディストリ

ビューション事業につきましては、インディーズ音楽ＣＤ・ＤＶＤなどのパッケージ商品をレ

コードメーカーより受託し、全国のＣＤショップに提供する事業を推進しております。デジタ

ルディストリビューション事業につきましては、携帯電話向け音楽配信サービス及び提携会社

向けにデータを提供する事業を推進しております。また、レーベル事業につきましてはインデ

ィーズ・アーティストの開発・育成を支援する事業を推進しております。 

当社の属する音楽業界の市場環境は厳しい状況で推移しております。インディーズ･マーケッ

トにおいても大きなヒット作がない状況が続き、かつ日本レコード協会資料（年度別資料は【ご

参考２】参照）においても音楽ＣＤ生産状況（平成 20 年１月から平成 20 年 12 月）が数量で

242,451 千枚（前年同期比 6.9％減）、金額で 291,266 百万円（前年同期比 11.0％減）と依然と

して市場環境は縮小傾向が続いております。 

一方、携帯電話向け音楽配信サービスは、ダウンロード数（平成 20 年１月から平成 20 年 12

月）が 437,285 千回（前年同期比 0.8％増）、金額で 79,854 百万円（前年同期比 17.4％増）と

パッケージからデジタル化へと市場環境は大きく変化しています。 

このような環境下にあり、当社は、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。 

当社は、平成18年８月期においてパソコン向け音楽配信・通販事業や「SHOP-TV」によるメ

ディア事業等への新規事業に投資を行って参りましたが、これら投資につきまして、投資額に

見合うリターンを得ることができませんでした。結果、平成19年８月期においてデジタルディ

ストリビューション事業部門資産関連の減損損失等の特別損失698百万円の計上を行いました。

また、事業部門における主力のパッケージディストリビューション事業の音楽業界の市場環境

の縮小による音楽ＣＤ販売の低迷、デジタルディストリビューション事業のメディア事業にお

ける新規広告主の開拓の不振等による広告ビジネスの不調を要因として赤字計上を余儀なく

されております。 

このようなことから、当社では「徹底したコスト意識に基づく強力なコスト削減」こそが、

経営合理化及び事業部門の収益化に直結すると考え、平成 19 年８月期においては、販売費及び

一般管理費の大幅な削減に取り組みました。これら施策の結果、販売費及び一般管理費（物流

費と貸倒引当金繰入を除く）合計で前期比 278 百万円の大幅な削減を実現しておりますが、音

楽ＣＤ販売の落ち込みを補うことができず、営業損失 1,003 百万円の結果となりました。 

また、平成20年８月期においては、平成18年８月期、平成19年８月期と２期間連続して営業

損失を計上することに至った状況を解消すべく、平成19年10月24日策定の「平成20年８月期経

営改善計画」について、下記に示しますように概ね計画通り実行いたしました。 

具体的には、連結子会社である株式会社ディスカスと、同株式会社トレジャーミュージック、

並びに同株式会社サウンドコンテンツ出版を事業領域の類似性及び事業資産の一体運用によ

る経営資源の効率化を図ることを目的として合併をおこないました。 

また、売上原価率改善策について項目別に策定し、その進捗は以下のとおりであります。 

a.パッケージディストリビューション事業 

・返品・リベート率は各特約店との取引条件交渉の成立により1.2％ポイント改善（前期

13.9 ％から当期12.７％に改善） 

・特別返品対象商品の販売圧縮により仕入掛率2.7％ポイント改善（前期82.6％から当期

79.9％に改善） 
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b.デジタルディストリビューション事業 

・モバイル配信（着うたフル等）のシステム運用会社の移行にした結果、システム運用費

の削減により売上原価16百万円改善 

・平成20年２月に広告収入が見込めないメディア事業を会社分割により子会社化（ダイキ

エンターサイネージ株式会社）した後に、同社株式の全株式を売却したことにより売上

原価58百万円の削減 

c.レーベル事業 

・不採算部門の当該事業は、洋楽ＣＤ発売からの撤退等のコンテンツ制作費等の原価削減

に取り組み、原価率を95.9％から77.9％へ18.0％ポイントの改善を実施しました。 

 

平成20年８月期は、コスト削減等の合理化策を進めた結果、販売費及び一般管理費を合計424

百万円（対前期比30.0％減）削減いたしました。しかし、コスト削減効果が通年で発現しなか

ったこと及び商品在庫評価減の影響により営業損失356百万円の結果となりました。 

また、平成20年８月期連結会計年度中に財務体質の改善と事業資金の確保が必要なことから、

平成20年５月29日に第三者割当による現物出資（デット・エクィティ・スワップ）及び金銭の

払込による新株式発行278百万円の払込を受けております。 

 

更に、平成21年８月期においては、「平成21年８月期経営計画」により引き続き売上原価の

改善に取り組むと同時に、販売費及び一般管理費について218百万円（連結ベース）の削減等

を下記に示しますようにおこなっております。 

具体的には売上原価の改善として、 

a.パッケージディストリビューション事業 

・ 返品・リベート率の改善は、各特約店との取引条件の交渉及び返品条件が原則ない通信

販売のシェアを高めることで返品リスクの軽減を図り、返品数量ベースで対前期比

22.2％減、返品金額ベースで79百万円（17.4％減）を計画、売上原価率を85.2％から

83.0％へ2.2％ポイントの改善をおこなっております。 

b.デジタルディストリビューション事業 

・モバイル配信事業は、月額会員制を導入したことによる音楽配信ダウンロード数の増加

及びメディア事業の売却により不採算事業がなくなったことによる売上原価低下で原

価率を100.6％から80.2％へ20.4％ポイントの改善をおこなっております。 

c.販売費及び一般管理費の改善として、 

・人件費は、業務内容の効率化・生産性向上と人員の自然減に対する補充の抑止により64

百万円（連結ベース）の削減を進めております。 

・音楽ＣＤ独占販売権の償却額97百万円が償却完了により、当期は償却負担が大幅に軽減

されております。 

・その他経費全般の見直しをおこなっております。 

また、財務体質を強固とするため、資本提携等を骨子とした財務戦略については、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。 

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。 

本私募債につきましては、平成21年３月23日付「第三者割当による新株式発行（現物出資（デ

ット・エクィティ・スワップ））による新株式発行手続き完了に関するお知らせ」のとおり平

成21年３月23日の払込期日にて第三者割当増資が完了しております。 

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
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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。 

 

このような施策を推し進めて参りましたが、残念ながら平成 21 年８月期の業績予想につきま

しては平成 21 年２月 27 日付「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」にてお知らせいたしましたとおり、音楽ＣＤマーケット全体で前年実績

を予想以上に下回る厳しい業界環境の下、音楽制作現場や販売店の体力が低下する中、音楽Ｃ

Ｄ販売の低迷の売上ダウン及び音楽配信事業の会員数の伸び悩み等を要因として業績予想を下

方修正する事態に至り、事業再建のために一層の生産性の向上とコスト削減が必要な状況であ

ります。このような状況を踏まえ、当社の本業たる三事業についてさらなる収益性の向上を目

指し、外部環境の変化に強い事業構造を構築すべくより一層邁進して参る所存でございます。 

 

３． 今後及び実施中の施策と事業計画 

平成 21 年８月期は、平成 20 年８月期に策定した「平成 20 年８月期経営改善計画」につい

ての施策が完了したことで、当期は、「事業部門の収益化」を強力に推進し、早期黒字化に邁

進しております。また、３期連続で大幅な損失を計上した結果としての純資産の劣化を解消す

るためには、早急な資本注入が必要と考え、平成 21 年３月 23 日付「第三者割当による新株式

発行（現物出資（デット・エクィティ・スワップ））による新株式発行手続き完了に関するお

知らせ」のとおり第三者割当を完了しております。 

そのための具体的な取組みにつきましては下記のとおりであります。 

 

（１） 事業部門の収益化 

当社の事業は大きく分けて「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」、「レーベル事業」の３つの事業に区分されます。 

パッケージディストリビューション事業につきましては、インディーズ音楽ＣＤ・ＤＶＤ

などのパッケージ商品をレコードメーカーより受託し、全国のＣＤショップに提供する事業

を推進しております。 

事業部署としては、全国のＣＤショップ（特約店）向けに音楽ＣＤ等を販売する「営業部」

と音楽ＣＤを制作するレコードメーカー（レーベル）より、音楽ＣＤの仕入れ及び音楽ＣＤ

制作の支援業務を「レーベル営業部」がおこなっております。 

当社は、平成 21 年５月１日付にて、パッケージディストリビューション事業の組織改正

を予定しております。実施内容は、特約店向けパッケージ販売を主業務とする「営業部」と

戦略的なコンテンツ獲得を主業務とする「レーベル営業部」を「営業部」に統合することと

し、「営業部」、「レーベル営業部」の営業管理業務を移管し、「営業管理部」を新設すること

としております。 

「営業部」への統合の目的は、これまで特約店対応の部署とレーベル対応の部署が異なっ

たことにより、担当者間の意思疎通及び商品情報等の連携が充分に行き届かないことがあり、

特約店向け及びレーベル向けの営業体制を統合し、パッケージ販売として一貫した体制を築

き、レーベルから営業担当が詳細な販売商品情報を得ることにより各商品の特徴・アピール

情報を把握でき、営業担当が直接特約店向けに商品の販売情報として提供することができる

等の販売力向上のための営業機能の強化・効率化を図ることを目的として、統合することし

ております。また、「営業管理部」新設の目的は、営業バックアップ体制を強化することを

目的として、新設することとしております。 

デジタルディストリビューション事業につきましては、携帯電話向け音楽配信サービス及

び提携会社向けにデータを提供する事業を推進しております。 

事業部署としては、デジタルコンテンツ営業部が業務をおこなっております。 

レーベル事業につきましてはインディーズ・アーティストの開発・育成を支援する事業を

推進しております。 
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事業部署としては、子会社であります株式会社ディスカスが業務をおこなっております。 

 

① パッケージディストリビューション事業にかかる取組み 

平成 21 年５月１日付にて、パッケージディストリビューション事業の組織改正を予定し

ております内容は以下に示すとおりであります。 

主たる移管業務は、特約店向け及びレーベル向けの営業体制を統合し、パッケージ販売と

して一貫した体制を築くために、「営業部」にレーベルの獲得業務と新譜商品の獲得業務を

移管しております。 

 
 

I. 営業部 

実績及び当期計画数値表 

■ 営業部   （単位：百万円）

  平成 19年８月期

実績 

平成 20 年８月期 

実績 

平成 21 年８月期

計画（業績修正）

通常出荷総売上高 3,811 3,618 3,049

返品 ▲523 ▲ 458 ▲ 376

リベート ▲87 ▲ 93 ▲83

（返品率） 13.7% 12.6% 12.3%

その他（スポット）売上高 282 371 415

純売上高 3,483 3,438 3,004

原価 3,123 2,929 2,455

（原価率） 89.7% 85.2% 81.7%

粗利益 360 509 549

（注）影付き文字業務は移管業務となります

 
組織

改正
「レーベル営業部」 

・ レーベルの獲得業務 

・ 新譜商品獲得業務 

・ 新規取引先契約管理業務 

・ 新譜マスター管理、登録 

・ ＣＤ製造業務 

・ 自社 WEB サイト管理 

・ レーベル支援システム運営 

・ 滞留債権回収 

「営業部」 

・ 新規特約店開拓 

・ 特約店向けパッケージ販売 

・ レーベルからの商品仕入 

・ 在庫管理 

・ 営業データ管理、提供 

・ 受注出荷業務 

「営業管理部」 

・ 新規取引先契約管理業務 

・ 新譜マスター管理、登録 

・ ＣＤ製造業務 

・ 自社 WEB サイト管理 

・ レーベル支援システム運営 

・ 滞留債権回収 

・ 受注出荷業務 

・ 在庫管理 

・ 営業データ管理、提供 

「営業部」 

・ 新規特約店開拓 

・ 特約店向けパッケージ販売 

・ レーベルからの商品仕入 

・ レーベルの獲得業務 

・ 新譜商品獲得業務 

組織改正後 組織改正前 
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平成 21 年８月期における「営業部」の具体的な取り組み内容は下記のとおりであります。 

 

「平成 21 年８月期の重点実施項目」 

(i) 仕入掛率の改善 

ａ．新規レーベル 

平成 19 年８月期中より音楽ＣＤ等の仕入れコスト低減を図るために新規契約メーカ

ー（レーベル）からの仕入掛率について、今期も契約条件の精査を厳密に実施し、引き

続き継続します。平成 21 年８月期内新規契約レーベルは 100 社と見込み、その売上計

画は 180 百万円（平成 20 年８月期実績：171 社、293 百万円）、利益を５百万円（平成

20 年８月期平均掛率差３%相当）改善するように推進いたします。 

ｂ．既存レーベルの条件改訂 

利益率改善の為、既存レーベルには過去に独占販売契約を締結しているレーベル、有

力商材を保有しているレーベル、また、販売量等を重視する施策を実行するために、取

引条件（仕入掛率の高い契約）を優遇しておりました特定レーベルに対し、現状の販売

実績・保有商品数・成長性・当社との連携関係等の再検討が必要となってきております。 

現状の厳しい販売状況では仕入れコストの低減は重要課題であり、優遇施策の撤廃を

おこない、利益率の改善となる適正な仕入掛率に下げるための販売契約の改訂が必要と

なっております。このため、各レーベルとの現状を見据えた仕入掛率改訂の交渉をおこ

なってまいります。この仕入掛率改訂による仕入コストの低減により 47 百万円の利益

改善となるように推進いたします。 

(ii) レーベル社数の確保 

平成 20 年８月期の他卸店での流通レーベルの当社への取り込み施策の継続及び有力

アーティストの在籍する優良レーベルの取り込みによる取扱枚数の確保を図ります。 

新規レーベルについては、現在まで、各レーベルよりの申請及び既存レーベルよりの

紹介による部分が多数を占めておりましたが、登録レーベル数が減少してきており、優

良レーベルも減少してきている状況となり、質と量を考慮したレーベル確保が必要とな

っております。このため、当期については、当社側からのアプローチを主体とする方法

に変更し、今まで取引の無い分野の映像系商材（映像ＤＶＤ等）を扱っているレーベル

や当社の強いレゲエ、ヒップホップ以外のジャンルを保有するレーベルの勧誘とレーベ

ルの選択を実施し、優良レーベルの確保により取扱枚数を確保してまいります。 

現在の登録レーベル数については、未稼働レーベルが存在することから、未稼働レー

ベルについて精査を実施し、約 50 社の削減に取り組んでおります。取引レーベルに対

する業務量の増加に対する効率化を図り、既存レーベルへのサービス向上を図ってまい

ります。以下のレーベル増加数については、未稼働レーベルの削減数を減算した増加数

を使用しております。 

a. 登録レーベル数については、平成 20 年８月期 1,001 社（前期比 226 社増加、14.0%増）

から平成 21 年８月期は 1,100 社（前期比 99 社増加、10.0%増）へと拡大を計画して

おります。新規レーベルについては、販売枚数を確保可能な、より質の高い優良レー

ベルを選択するため、競合他社の取引先へのアプローチによる取り込み、音楽配信の

みの契約レーベルからの音楽ＣＤ流通への取り込み等を積極的に実施してまいりま

す。また、平成 20 年８月期第二四半期に競合卸店の廃業ニュースがあり上記施策の

実現可能性は高くなっております。 

b. 音楽ＣＤ流通の予想以上の落ち込みとなっていることから、出荷枚数は減少すると想

定しておりますが、取引レーベル社数の確保を推進し、売上枚数を補完することによ

り、平成 20 年８月期 2,391 千枚から、平成 21 年８月期 2,019 千枚（前年比 84.4%）

の出荷枚数を確保してまいります。 

c. 総売上高は、１枚あたり単価を平均単価 1,553 円（平成 20 年８月期平均単価 1,582
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円は高単価のヒット作品に影響されているため、高単価のヒット作品等による影響の

少ない平成 19 年８月期を採用いたしました。）に想定、平成 21 年８月期 3,049 百万

円を達成するように推進してまいります。 

(iii) 返品率の改善及び新譜受注スケジュールの変更 

ａ．返品率及びリベート率の改善は、平成 20 年８月期 15.2%から、平成 21 年８月期 13.3%

に計画しております。具体的には、再委託販売先（通信販売先等）へは個々の特約店

向けの営業が削減できることや、顧客向けに即日出荷することをメリットとする自社

倉庫を保有しているために返品条件のない販売先との取引の拡大に取組み、返品条件

のない販売先の取引額の占有率（平成 20 年８月期 5.0%から平成 21 年８月期 7.7%と

計画）を（下記平成 20 年８月期再委託販売実績推移参照）伸ばすために販売先との

販売促進の連携強化として、通販サイトでの当社商材のキャンペーン等の施策をおこ

ないます。 

ｂ. これまで、当社は新譜について、独自の音楽ＣＤの発売日から受注締日が自由に設定

できる新譜受注スケジュールを実施してまいりましたが、新譜受注業務の各商品毎の

分散による非効率性及び特約店への新譜商品毎のＦＡＸ提供及び電話による営業行

為のみとなりきめ細かい商品情報の提供ができない状況となっておりました。 

このことを改善するため、平成 21 年１月より見直し、メジャーレコードメーカーと

同様な月３～４回の受注スケジュールに合わせ、卸店傘下の特約店の発注スケジュー

ルに対応することにより、新譜情報を特約店に商品毎に日々ＦＡＸする方法から受注

スケジュール単位に商品情報をまとめて当社の販売戦略に合わせて極め細かい情報

を通知することが可能となり、卸店傘下の特約店よりの発注作業を同一化することに

より、特約店での発注効率が向上し、提供商品の受注検討をすることが可能となり、

販売効率の向上、卸店傘下の受注精度の向上を図ることとなります。 

これらにより返品額を金額ベースにて 79 百万円削減、対前期比 17.4%減少を達成するよう

に推進いたします。 

 

平成 20 年８月期再委託販売実績推移               （単位：千円） 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 平成 20 年８月期合計

再委託販売売上高 37,665 47,432 51,002 57,457 193,556

増加比率 ― 25.9%増 35.4%増 52.5%増 ―

全社売上高 1,033,627 872,205 996,697 973,727 3,876,256

再委託販売の当社売上比率 3.6% 5.4% 5.1% 5.9% 5.0%

 参考 当期計画 261,962 千円（対前期比 35.3%増）を見込んでおります。 

 増加比率は、第１四半期を 100 としたときの各四半期毎の伸び率を表わします。 

 

II. 営業管理部（旧レーベル営業部） 

実績及び当期計画数値表 

■ 営業管理部（レーベル営業部）  （単位：百万円）

 平成19年８月期

実績 

平成20年８月期 

実績 

平成 21 年８月期

計画（業績修正）

売上高 155 192 162

原価 118 115 99

（原価率） 76.4% 59.9% 60.8%

粗利益 36 77 63

 

平成 21 年８月期における「営業管理部（レーベル営業部）」の具体的な取り組み内容は下

記のとおりであります。 

「平成 21 年８月期の重点実施項目」 
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(i) 平成 20 年８月期の登録レーベル社数 1001 社（継続して取引が発生している社数）か

ら当期目標 1100 社（前期比 10.0%増）の獲得を図り、音楽ＣＤ製造受注高は平成 20 年

８月期 140 百万円（前期比 26.5%増）となり、平成 21 年８月期 127 百万円とレーベル

社数の確保施策による優良レーベルの取り込み等による増加を加味し、前年比 90.7%

の売上を確保してまいります。 

 

(ii) その他の取り組み 

ａ．期末商品在庫の圧縮を平成20年８月期から引き続き当期の重点施策としております。 

平成 20 年８月期商品在庫高 255 百万円から在庫評価減 43 百万円を計上し、期末商品

在庫高 211 百万円へ圧縮しております。平成 21 年８月期は在庫評価減による圧縮と各

レーベルよりの買取在庫商品の増加を抑止するため仕入数の適正化をおこない前期比

10%減を計画しております。また、未稼働レーベルの商品在庫精査をおこない、不要在

庫のレーベルへの返品を実施し、倉庫保管料等の削減をおこなってまいります。 

ｂ．平成 20 年８月期末現在のレーベルに対して当社よりの返品を実施する際に掛かる商

品代、返品手数料、運賃等の対レーベル返品債権額 67 百万円の回収について、これま

で、各部署においてレーベルへの調査や督促等の対応をしておりましたが、各部署での

対応では、部署間の連携が不足し、回収が完了したかの最終確認が不十分でありました。

このため、レーベルの移転等による所在不明や音信不通及び支払合意がなされないレー

ベルに対する対応部署としてレーベル管轄部署である営業管理部（レーベル営業部）を

責任部署として、再度、各レーベル向けに追跡調査を実施し、各レーベルとの未回収債

権の交渉をすることにより、債権回収を強化しております。 

 

② デジタルディストリビューション事業にかかる取組み 

I. デジタルコンテンツ営業部 

実績及び当期計画数値表 
■ デジタルコンテンツ営業部   （単位：百万円）

  平成 19 年８月期 

実績 

平成 20 年８月期 

実績 

平成 21 年８月期 

計画（業績修正）

売上高 337 246 252

原価 436 247 202

（原価率） 129.2% 100.6% 80.2%

粗利益 ▲ 99 ▲ 1 50

 
平成 21 年８月期における「デジタルコンテンツ営業部」の具体的な取り組み内容 

 

「平成 21 年８月期の重点実施項目」 

(i) 売上高の拡大 

当社は、ダウンロード毎の都度課金の配信ダウンロードサービスのみのサービスを提

供してまいりましたが、更に配信サービスの多様化に対応して、月額会員制ダウンロー

ドサービスを提供してまいります。月額会員制を提供することにより、当社サービスの

継続的利用を推進し、且つ、月額会員となった顧客への楽曲試聴サービスの提供やポイ

ント付与サービスを提供することにより、ダウンロード毎の都度課金の配信ダウンロー

ド経験者である約５万人の顧客を月額会員制の月額会員に移行させ、配信サービスの利

用率を高め、付加価値の高い事業の創出を図ってまいります。 

具体的には、平成 21 年８月期末までに平成 20 年８月期の複数回利用される利用者数

の平均値が都度課金の配信ダウンロードサービス全体利用者数に対して 14.7%存在して

おり、今後の都度課金の配信ダウンロードサービス全体利用者の増加は、利用実績より

増加傾向であり、月額会員への登録誘導のために当社サービスへの誘導広告の利用及び
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会員向けの限定サービスの提供をおこなうことで、平成 21 年２月時点での会員数 14,000

人を平成 21 年８月末までに会員数 21,800 名にするように推進してまいります。 

以上の取り組みにより、平成 21 年８月期の配信ダウンロードの売上高を金額ベースで

対前期比 19.1％増の 220 百万円とするように推進してまいります。 

 

(ii) 原価率の改善 

ａ． 平成 19 年８月期に、継続的な営業損失が発生しているインターネット音楽配信及

びインターネット通販事業の損失回復に時間を要することから、音楽配信・通信販売

に係る器具及び備品、ソフトウェア等の固定資産の減損損失（平成 19 年８月期償却

費 31 百万円）を計上したことで平成 20 年８月期から原価率が改善しております。  

ｂ． モバイル配信システム運用会社を変更（平成 20 年８月期第３四半期から）したこ

とで原価率改善（ロイヤリティー率削減）をしております。 

以上により平成 21 年８月期の原価率を 80.2%に計画（平成 20 年８月期 100.6%より平成

21 年８月期 80.2%へと改善）しております。 

 

③ レーベル事業にかかる取組み 

 

I. 子会社である株式会社ディスカスが担っております。 

レーベル事業につきましてはインディーズ・アーティストの開発・育成を支援する事業

を推進しておりますため、当社への音楽ＣＤ等の提供を拡大することを使命としており、

事業収益の改善は有力なアーティストの輩出と販売力のある商材を開発することであり

ます。グループ全体に対する貢献は、ヒットタイトルの実現を図ることであります。 

 

レーベル事業については、上記のとおり不確定要素が多い事業内容となっておりますの

で、平成 21 年８月期の事業部門の施策についてはパッケージディストリビューション事

業とデジタルディストリビューション事業に特化して重点施策を実施することといたし

ております。 

 

（２） 販売費及び一般管理費の削減 

① 平成 20 年８月期の取り組みの成果及び平成 21 年８月期の削減策 

実績及び当期計画数値表 

販売費及び一般管理費計画表 （連結ベース）            （単位：千円） 
科目 平成 19 年８月期

実績 
100.0％

平成 20 年８月期

実績 
前期比

平成 21 年８月期 

計画 
前期比

物流費 220,086 100.0％ 190,316 86.5％ 169,556 89.1％

販売促進費 73,693 100.0％ 39,527 53.6％ 27,480 69.5％

役員報酬 109,517 100.0％ 48,834 44.6％ 39,840 81.6％

人件費 354,904 100.0％ 293,286 82.6％ 229,551 78.3％

外部委託費 44,534 100.0％ 42,744 96.0％ 41,800 97.8％

地代家賃 62,732 100.0％ 45,149 72.0％ 33,936 75.2％

リース料 43,581 100.0％ 27,030 62.0％ 14,772 54.7％

支払報酬 31,602 100.0％ 50,606 160.1％ 36,203 71.5％

貸倒引当金繰入 139,865 100.0％ ― ―％ 8,000 ―％

その他 335,723 100.0％ 254,169 75.7％ 172,731 68.0％

合計 1,416,242 100.0％ 991,665 70.0％ 773,869 78.4％

（注記）人件費内訳は、給料手当て、雑給（経理派遣含む）、奨励金、法定福利費、退職給与引当金

繰入、通勤費、福利厚生費としております。 
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・ 物流費 

物流費は販売出荷量に対応して費用が変動いたしますが、販売出荷数量は前年

並みの計画であります。計画値の減少要因は、今期は返品等の数量の減少（返

品数量ベースで対前期比 22.2％減）により物流費の減少が見込まれます。平成

20年８月期実績190百万円から減少(返品枚数の減少等)21百万円減少を見込み、

平成 21 年８月期は 169 百万円へ達成するように推進いたします。 

返品枚数の削減は、特約店への販売促進目的で店内陳列用商品の出荷時に特別

に返品を見込む返品である特別返品等を厳選して実施することにより返品率を

低下させることにより物流費の削減をおこないます。 

なお、物流倉庫委託会社（日本レコードセンター株式会社）との委託契約につ

いても、再々度になりますが、契約内容の検討交渉を計画しております。 

・ 役員報酬   

平成 21 年８月期計画は、平成 20 年８月期実績 48 百万円から９百万円削減し、

39 百万円を達成するようにしております。 

役員報酬については、３期連続赤字となったことをうけて役員報酬の減額を実

施いたします。 

・人件費及び外部委託費  

人件費は、平成 20 年８月期実績 293 百万円から削減目標 64 百万円とし、平成

21 年８月期 229 百万円としております。外部委託費は、平成 20 年８月期実績

42 百万円から減少１百万円とし、平成 21 年８月期 41 百万円としております。

人件費の削減につきましては社員の自然減（退社等）に対する新規採用を抑止

し、既存社員による業務の効率化を図りつつ、外部委託の有効利用により費用

の軽減を図ります。（人員数月平均 30 名から平成 20 年８月期実績比 10 名減） 

・ 支払報酬   

平成 20 年８月期実績 50 百万円から削減目標 14 百万円とし、平成 21 年８月期

36 百万円としております。具体的には顧問弁護士１名減 0.9 百万円の削減、顧

問報酬の３百万円削減、監査報酬の２百万円（内部統制構築費用は別途）の削

減及びその他８百万円の削減を達成するように推進してまいります。 

・ リース料   

平成 20 年８月期実績 27 百万円から削減目標 13 百万円とし、平成 21 年８月期

14 百万円としております。具体的には、社用車の廃止による社用車リース料完

了による削減、社長室等リース料完了により削減いたします。 

 

 

（３） 営業外費用の削減 

① 平成 20 年８月期の取り組みの成果及び当期の削減策          （単位：千円） 

 
平成 19 年８月期 平成 20 年８月期 前年比

平成 21 年８月期 

（計画） 
前年比

長・短借入金残高 1,219,955 114,695 9.4% 4,500 3.9%

支払利息額 23,014 12,598 54.7% 735 5.8%

（注記）短期借入金は、平成 20 年８月期末現在残高 39 百万円が 12 月で返済完了（月返済

額 10 百万円）しております。 

長期借入金（一年内返済予定長期借入金を含む）の平成 20 年８月期末現在残高 75

百万円は、差し入れ定期預金 40 百万円の解約により当期中の返済額 70 百万円が可

能となります。 

  

以上の結果、支払利息を、平成 20 年８月期 12.5 百万円を 0.7 百万円へ削減いたします。 
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（４） 資本政策及び子会社の整理・事業統合 

① 当社本体の資本増強 

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。 

本私募債につきましては、平成21年３月23日付「第三者割当による新株式発行（現物出資

（デット・エクィティ・スワップ））による新株式発行手続き完了に関するお知らせ」のと

おり平成21年３月23日の払込期日にて第三者割当増資が完了しております。 

このことにより、資本金が 100 百万円の増加、発行株式数が 62,676 株の増加し、増資後

の資本金は 1,857 百万円、増資後の株式数は 130,079 株となっております。 

 

② 子会社の整理・事業統合 

平成 20 年８月期に合理化策の一環として子会社の整理・事業統合を検討しております。 

当該計画により、人員のコア事業への有効活用をはじめとするトータルコストの削減によ

り連結グループ全体の収益力強化が可能となります。 

 

 

４． 今後の見通し及び上場維持に向けて 

当社が展開するインディーズを中心とした音楽事業は才能あるミュージシャンを発掘し、世

に送り出すという、本邦の音楽文化の下支えをなすものであり、当該事業は今後も消費者の皆

様にお役に立てるものであると確信しております。また、前記のとおり当社のコア三事業につ

いて収益性を高める努力を継続する事により、当社の企業価値を高める余地は十分にあると考

えております。当社は引き続き上場維持に向けて安定的な収益力を確保するために、全社員が

一致協力、一丸となって取り組んで参ります。 

 

尚、今般、本書面をジャスダック証券取引所に提出することによりまして、上場時価総額３

億円以上への回復の期限が平成 21 年 10 月 30 日までに延期されます。１日でも早く諸施策の取

組みを具体化し成果をあげて参ります。 

株主、投資家の皆様のご理解を頂き、企業価値を高めて行くことで上場を維持して行きたい

と考えております。 

 

以 上 
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【ご参考１】 

当期の連結業績予想、及び個別業績予想につきましては平成 21 年２月 27 日発表の通りであ

ります。 

 

<連結業績>           （単位:百万円） 

第９期 

平成 19 年８月期 

第 10 期 

平成 20 年８月期 

第 11 期 

平成 21 年８月期 

 

中間期 

（実績） 

通期 

（実績）

中間期 

（実績）

通期 

（実績）

第２四半期 

累計期間 

（実績） 

通期 

（計画） 

売上高 1,891 4,111 1,933 3,891 1,494 3,420

営業利益 △490 △1,003 △189 △356 △68 △56

経常利益 △507 △1,005 △188 △365 △78 △57

当期純利益 △869 △1,769 △90 △264 △80 △43

 

<個別業績>          （単位:百万円） 

第９期 

平成 19 年８月期 

第 10 期 

平成 20 年８月期 

第 11 期 

平成 21 年８月期 

 
中間期 

（実績） 

通期 

（実績）

中間期 

（実績）

通期 

（実績）

第２四半期 

累計期間 

（実績） 

通期 

（計画） 

売上高 1,810 3,975 1,905 3,876 1,503 3,419

営業利益 △413 △861 △158 △290 △58 △61

経常利益 △407 △856 △164 △303 △68 △63

当期純利益 △820 △1,823 △101 △284 △81 △48

 

最近の株価の状況 

 第９期 

平成 19 年８月期

第 10 期 

平成 20 年８月期

第 11 期 

平成 21 年８月期 

上期平均終値 

（９月１日～２月 28/29 日） 
65,178 円 11,425 円 6,709 円 

下期平均終値 

（３月１日～８月 31 日） 
24,380 円 8,408 円 3,547 円 

通期平均終値 

（９月１日～８ 月 31 日） 
44,201 円 11,913 円 - 

※ 注１ 平成 21 年８月期の下期平均終値は直近 1 ヶ月（平成 21 年３月１日～平成 21 年

３月 31 日）の終値平均値を記載しております。 
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【ご参考２】 

 

過去 10 年間の音楽ＣＤ生産状況（音楽ＣＤ生産数量） （社団法人 日本レコード協会 各種

統計より） 

 

   

 

 

 

 

 

過去 10 年間の音楽ＣＤ生産状況（音楽ＣＤ生産金額） （社団法人 日本レコード協会 各種

統計より） 
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