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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 117,819 12.6 6,480 △23.9 4,729 △33.1 △905 ―
20年3月期 104,639 3.0 8,510 △2.1 7,066 △9.6 909 △70.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △21.09 ― △2.9 4.5 5.5
20年3月期 21.17 ― 2.8 6.8 8.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △912百万円 20年3月期  △773百万円

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 107,013 29,760 27.5 684.89
20年3月期 102,124 32,812 31.6 751.05

（参考） 自己資本   21年3月期  29,411百万円 20年3月期  32,253百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,718 △3,508 5,067 13,166
20年3月期 7,293 △980 △2,552 10,093

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 1,717 188.9 5.3
21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 1,717 ― 5.6
22年3月期 

（予想） ― 20.00 ― 20.00 40.00 343.6

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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）

 

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

58,600 4.0 △1,100 ― △1,700 ― △1,700 ― △39.59

通期 118,000 0.2 4,000 △38.3 2,800 △40.8 500 ― 11.64
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、27ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）及び29ページ「連結財務諸表作成のための基本と
なる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 46,157,810株 20年3月期 46,157,810株
② 期末自己株式数 21年3月期  3,214,243株 20年3月期  3,213,587株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 11,668 △10.7 1,907 △53.5 763 △77.5 △3,135 ―
20年3月期 13,064 △10.0 4,103 △31.7 3,386 △41.8 1,151 △76.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △73.02 ―
20年3月期 26.81 ―

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 77,965 16,046 20.2 366.06
20年3月期 75,803 20,852 27.2 479.72

（参考） 自己資本 21年3月期  15,720百万円 20年3月期  20,601百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、当社グループの経営者が現在入手可能な情報から判断した数字であり、潜在的なリスク
や不確実性を含んでおります。特に当社グループの事業領域は、一般的な経済状況以外にも業績に影響を与えうる要因が数多く存在しているため、実際
の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。業績予想の前提となる条件等については、7ページ「１経営成
績(1)経営成績に関する分析 業績の見通し」をご覧ください。 
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平成21年３月期 （連結） 

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であること及び希薄化効果を有している潜在株式が存在しな 

    いため記載しておりません。 

平成20年３月期 （連結） 

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

四半期毎の業績推移

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通  期

20年４月～20年６月 20年７月～20年９月 20年10月～20年12月 21年１月～21年３月 20年４月～21年３月

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 25,157 31,165 27,002 34,493 117,819

営業利益又は営業損失(△) △  121 3,196 2,750 654 6,480

経常利益又は経常損失(△) △ 413 2,467 2,287 388 4,729

四半期純利益又は四半期(当

期)純損失(△)
△ 560 1,028 1,004 △2,379 △ 905

１株当たり四半期純利益 円 円 円 円 円

又は四半期(当期)純損失(△) △ 13.05 23.96 23.40 △55.40 △21.09

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 － － － － －

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 95,449 103,352 108,738 107,013 107,013

純 資 産 31,393 32,443 32,533 29,760 29,760

円 円 円 円 円

1 株 当 た り 純 資 産 717.59 742.87 745.68 684.89 684.89

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,068 3,799 △3,006 3,993 1,718

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 519 △ 296 △1,021 △ 1,671 △3,508

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,511 1,026 6,157 △ 3,629 5,067

現金及び現金同等物四半期末

(期末)残高
7,895 12,509 14,593 13,166 13,166

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通  期

19年４月～19年６月 19年７月～19年９月 19年10月～19年12月 20年１月～20年３月 19年４月～20年３月

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 20,070 25,475 25,967 33,126 104,639

営 業 利 益 161 1,059 3,005 4,284 8,510

経常利益又は経常損失(△) △   111 608 2,622 3,947 7,066

四半期（当期）純利益 

又は四半期純損失(△)
△  117 △ 136 1,166 △   3 909

１株当たり四半期（当期）純利益 円 円 円 円 円

又は四半期純損失(△) △ 2.74 △ 3.18 27.17 △  0.07 21.17

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 － － － － －

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 103,435 98,167 102,490 102,124 102,124

純 資 産 32,713 32,100 32,298 32,812 32,812

円 円 円 円 円

1 株 当 た り 純 資 産 748.98 734.42 738.66 751.05 751.05

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 2,787 2,119 △ 1,451 9,413 7,293

投資活動によるキャッシュ・フロー △  640 243 △ 475 △ 108 △   980

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,534 △ 3,799 1,851 △ 6,137 △ 2,552

現金及び現金同等物四半期末 

(期末)残高
8,462 7,091 6,924 10,093 10,093
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（単位：百万円） 

 
当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化が実態経済に影響を及ぼす中、設

備投資や輸出の大幅な減少により雇用環境が悪化、個人消費も低下し依然として厳しい状況が続いてい

ます。 

 音楽ソフト市場におきましては、平成20年４月から平成21年３月までの音楽ビデオを含む音楽ソフト

の生産金額が、前年同期比11.5％減（社団法人日本レコード協会調べ）となりました。 

 一方、音楽配信市場におきましては、平成20年４月から12月までの有料音楽配信売上実績の直近デー

タによると、前年同期比17.6％増（社団法人日本レコード協会調べ）となっており、引き続き堅調に推

移しております。 

 映像ソフト市場におきましては、平成20年４月から平成21年３月までのビデオソフト全体の売上金額

が、前年同期比11.2％減（社団法人日本映像ソフト協会調べ）となりました。しかしながら、平成20年

４月から平成21年３月までの次世代光ディスクレコーダ/プレーヤの国内出荷実績が約193万台（社団法

人電子情報技術産業協会調べ）となっており、今後の映像ソフト市場の活性化が期待されます。 

 このような状況の下、当社グループはポスト・パッケージ時代において安定的に収益を確保する新た

なエンタテインメント・ビジネスモデルを構築すべく、平成21年1月にはプロダクション型ビジネスに

関する経営資源、ノウハウを集約したエイベックス・マネジメント株式会社を会社分割により新設しま

した。 

 さらに、音楽配信、会員ビジネス、ライヴ/イベント、ファンクラブなど、アーティスト・タレント

を取り巻くあらゆるビジネス・プラットフォームをより一層拡充し、独自の「360度モデル」を展開し

てまいりました。 

 以上の結果、当連結会計年度における連結売上高は、映像事業における劇場公開及びDVDパッケージ

売上が増加したこと等により前年同期比12.6％増の1,178億19百万円となりました。しかしながら、売

上原価の増大や販促宣伝費の増加等により、営業利益は前年同期比23.9％減の64億80百万円、経常利益

は前年同期比33.1％減の47億29百万円となりました。特別損失として、投資有価証券やのれんに関する

減損損失等を計上したことにより、当期純損失９億５百万円（前年同期は９億９百万円の当期純利益）

となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

平成17年 
３月期

平成18年
３月期

平成19年
３月期

平成20年 
３月期

平成21年
３月期

売上高 75,418 89,783 101,626 104,639 117,819

 売上原価 48,353 52,361 61,894 63,323 75,048

売上総利益 27,064 37,422 39,732 41,316 42,771

   売上総利益率 35.9% 41.7% 39.1% 39.5% 36.3％

  人件費 7,075 8,932 9,587 10,344 10,368

  販促宣伝費 8,238 10,993 12,043 12,238 14,179

  一般経費 7,480 8,845 9,410 10,222 11,741

 販管費合計 22,795 28,771 31,041 32,805 36,290

営業利益 4,269 8,650 8,691 8,510 6,480

     営業利益率 5.7% 9.6% 8.6% 8.1% 5.5％
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事業部門別の業績は次のとおりであります。 
  
① パッケージ・コミュニケーション事業(ＰＣ事業) 

（単位：百万円） 

   
映像レーベルの売上枚数が増加したこと、並びに受託販売が好調だったこと等により、売上高

604億64百万円（前年同期比10.7％増）、営業利益20億87百万円（前年同期比103.4％増）となりま

した。 
  
② ネットワーク・コミュニケーション事業(ＮＣ事業) 

（単位：百万円） 

   
携帯電話向け音楽配信サービス「着うたフル®」市場の拡大に伴い、音楽配信事業が堅調に推

移。さらに、グッズ売上が貢献したこと等により、売上高336億50百万円（前年同期比22.1％

増）、営業利益48億２百万円（前年同期比48.9％増）となりました。 

ＰＣ事業
平成20年 
３月期

平成21年
３月期

増減

売上高 54,608 60,464 5,855

 売上原価 44,544 50,199 5,655

売上総利益 10,064 10,264 200

   売上総利益率 18.4% 17.0% △1.4%

 販売費及び一般管理費 9,037 8,177 △ 860

営業利益 1,026 2,087 1,060

     営業利益率 1.9% 3.5% 1.6%

外部顧客に対する売上高 54,402 59,211 4,809

ＮＣ事業
平成20年 
３月期

平成21年
３月期

増減

売上高 27,567 33,650 6,083

 売上原価 17,823 22,255 4,431

売上総利益 9,743 11,395 1,652

   売上総利益率 35.3% 33.9% △1.5%

 販売費及び一般管理費 6,518 6,593 75

営業利益 3,224 4,802 1,577

     営業利益率 11.7% 14.3% 2.6%

外部顧客に対する売上高 26,272 30,712 4,439
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③ ライヴ・コミュニケーション事業(ＬＣ事業) 

（単位：百万円） 

   
コンサートの公演数及び動員数が増加したこと等により、売上高132億29百万円（前年同期比

25.8％増）、営業利益３億80百万円（前年同期比42.3％増）となりました。 
  
④ コンテンツ・クリエイティヴ事業(ＣＣ事業) 

（単位：百万円） 

   
映像関連における、使用料収入及び配給収入が増加したこと等により、売上高が548億84百万円

（前年同期比12.4％増）となりました。しかしながら、音楽関連、映像関連ともに売上原価が増大

したことにより売上総利益率が低下、また販促宣伝費等が増加したことにより、営業損失が８億92

百万円（前年同期は28億42百万円の営業利益）となりました。 

ＬＣ事業
平成20年 
３月期

平成21年
３月期

増減

売上高 10,513 13,229 2,716

 売上原価 9,438 11,947 2,508

売上総利益 1,074 1,282 207

   売上総利益率 10.2% 9.7% △0.5%

 販売費及び一般管理費 806 901 94

営業利益 267 380 113

     営業利益率 2.5% 2.9% 0.4%

外部顧客に対する売上高 9,197 11,273 2,076

ＣＣ事業
平成20年 
３月期

平成21年
３月期

増減

売上高 48,817 54,884 6,066

 売上原価 24,739 31,600 6,861

売上総利益 24,078 23,283 △794

   売上総利益率 49.3% 42.4% △6.9%

 販売費及び一般管理費 21,236 24,176 2,939

営業利益又は営業損失

(△)
2,842 △892 △3,734

     営業利益率 5.8% △1.6% △7.4％

外部顧客に対する売上高 12,306 14,076 1,769
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（単位：百万円）
 

  
（単位：百万円）

 

  
各セグメント別売上高における主な理由は以下のとおりです。 

【ＣＣ事業】 

携帯電話向け映像配信売上やアーティスト、タレントのマネジメント売上等が増加することを見

込んでおり、外部取引先に対する売上高におきまして、86億円増加する計画であります。 

【ＰＣ事業】 

音楽パッケージ、映像パッケージ売上等が減少することを見込んでおり、外部取引先に対する売

上高におきまして、120億円減少する計画であります。 

【ＮＣ事業】 

会員ビジネス売上やマーチャンダイジング売上等が増加することを見込んでおり、外部取引先に

対する売上高におきまして、41億円増加する計画であります。 

 業績の見通し

期末 
予想

平成18年 
３月期 
実績

平成19年
３月期 
実績

平成20年
３月期 
実績

平成21年 
３月期 
実績

平成22年
３月期 
予想

売上高 89,783 101,626 104,639 117,819 118,000

 売上原価 52,361 61,894 63,323 75,048 75,400

売上総利益 37,422 39,732 41,316 42,771 42,600

   売上総利益率 41.7% 39.1% 39.5% 36.3% 36.1%

  人件費 8,932 9,587 10,344 10,368 10,000

  販促宣伝費 10,993 12,043 12,238 14,179 16,700

  一般経費 8,845 9,410 10,222 11,741 11,900

 販管費合計 28,771 31,041 32,805 36,290 38,600

営業利益 8,650 8,691 8,510 6,480 4,000

     営業利益率 9.6% 8.6% 8.1% 5.5% 3.4%

期末 
予想

売上高 営業利益（△損失）
平成21年
３月期 
実績

平成22年 
３月期 
予想

増減
平成21年
３月期 
実績

平成22年 
３月期 
予想

増減

ＣＣ事業 54,884 58,900 4,015 △ 892 △3,900 △3,007

ＰＣ事業 60,464 49,100 △11,364 2,087 200 △1,887

ＮＣ事業 33,650 35,800 2,149 4,802 5,200 397

ＬＣ事業 13,229 11,600 △ 1,629 380 300 △ 80

その他の事業 4,226 3,900 △ 326 552 200 △  352

合計 166,456 159,300 △ 7,156 6,930 2,000 △4,930

消去・全社 △ 48,636 △ 41,300 7,336 △ 449 2,000 2,449

連結 117,819 118,000 180 6,480 4,000 △2,480

外部取引先に対する売上高

ＣＣ事業 14,076 22,700 8,623

ＰＣ事業 59,211 47,200 △12,011

ＮＣ事業 30,712 34,900 4,187

ＬＣ事業 11,273 10,700 △ 573

その他の事業 2,545 2,500 △  45
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【ＬＣ事業】 

アーティストスケジュールの影響等により公演数が減少することを見込んでおり、外部取引先に

対する売上高におきまして、５億円減少する計画であります。 
  

以上の結果、当社グループの連結売上高は前年並みの1,180億円となる見込みです。しかしなが

ら、新規事業立ち上げ等のための販促宣伝費が増加することにより、営業利益は40億円となる見込

みです。 
  
  (注) 業績予想に関する注意事項 

この決算短信に記載されております売上高及び利益の見通しは、当社グループの経営者が

現在入手可能な情報から判断した数字であり、潜在的なリスクや不確実性を含んでおりま

す。特に当社グループの事業領域は、一般的な経済状況以外にも業績に影響を与えうる要因

が数多く存在しているため、実際の売上高及び利益の数字が業績概況の予想数値と異なる可

能性があることをあらかじめご承知おき下さい。 
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① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度における総資産は、前連結会計年度に比べて48億89百万円増加し、1,070億13百万

円となりました。これは主に、現金及び預金の増加30億72百万円、受取手形及び売掛金の増加36億

18百万円、有形固定資産の増加15億２百万円及び投資有価証券の減少39億３百万円等によるもので

あります。 

負債は、前連結会計年度に比べて79億40百万円増加し、772億52百万円となりました。これは主

に、未払金の増加24億81百万円及び有利子負債の増加68億94百万円によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度に比べて30億51百万円減少し、297億60百万円となりました。これは主

に、配当金の支払17億17百万円及び当期純損失９億５百万円等によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、131億66百万円(前期比30

億72百万円増)となりました。各区分毎のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

あります。 

(営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は17億18百万円(前期は72億93百万円)となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益16億46百万円、減価償却費17億円、持分法による投資損失

９億12百万円及び投資有価証券評価損26億１百万円による資金の増加要因があったものの、法人税

等の支払額50億51百万円による資金の減少要因があったことによるものであります。 

(投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用された資金は35億８百万円(前期は９億80百万円)となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得24億36百万円、無形固定資産の取得６億７百万円及び子会社株

式の取得４億８百万円による資金の減少要因があったことによるものであります。 

(財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は50億67百万円(前期は25億52百万円の支出)となりました。 

 これは主に、短期借入金及び長期借入金の借入及び返済による収支56億40百万円、社債の発行及

び償還による収支12億24百万円の資金増加要因があったものの、配当金の支払額17億13百万円によ

る資金の減少要因があったことによるものであります。 
  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しておりま

す。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払って

いる全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書

の利息の支払額を使用しております。 

(2) 財政状態に関する分析

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(％) 46.3 39.9 31.3 31.6 27.5

時価ベースの自己資本比率(％) 99.5 172.1 77.7 45.0 36.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

1.6 5.7 32.2 5.2 26.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

37.3 23.0 4.3 12.8 2.3
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当社グループは、株主の皆様に対する長期的かつ総合的な利益還元の実施を経営上の も重要な

施策の一つとして捉えております。具体的には、年間配当金40円を基準として、連結配当性向30％

以上を目安に株主還元策を実施することを基本方針としており、これに加えて、業績の推移、キャ

ッシュ・フロー、将来における資金需要などを総合的に勘案して配当額を決定しております。 

この方針のもと、当期の期末配当金は、中間配当金と同様、１株当たり20円とさせていただく予定

です。この結果、年間配当金は１株当たり40円となります。 

 また、次期の年間配当金は、基本方針に基づき予想利益の達成を勘案して１株当たり40円とさせ

ていただく予定です。 

① 主要作品及びアーティスト・タレントの動向について 

当社グループは、音楽・映像ソフトの制作・販売を主な業務内容としております。当社グループ

の主要事業である音楽CD・DVD・配信、映像DVD、映画の売れ行きは、ユーザーの嗜好に左右される

ことが多いため、当社グループの業績はヒット作品の有無に影響を受ける傾向にあります。 

 また、主要アーティスト・タレントの人気、契約の継続、新人アーティスト・タレントの成長に

よって、当社グループの業績が大きく変動する可能性があります。 

② 海外市場への事業展開について  

当社グループの音楽・映像事業は東アジアを中心に展開しており、今後大きく成長が期待される

中国本土にも進出しております。 

 そのため諸外国において、政治的・経済的要因、法律・規則要因、不利な租税要因、テロ・戦争

等による社会的混乱などによる予期し得ない事由が発生した場合には、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

③ 再販売価格維持制度について  

当社グループが販売する音楽CDの小売価格については、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律」(独占禁止法)第23条に規定する著作物として、再販売価格の決定・維持についての独

占禁止法の適用除外を受けております。  

 政府の知的財産戦略本部が「知的財産推進計画2007」(平成19年５月31日付)において、「ユーザ

ーがコンテンツを選ぶ際に、価格についても幅広い選択肢の中から選ぶことができるよう、音楽用

CDについては再販売価格維持制度の運用実態と効果を検証し、必要に応じてより効果的な方途を検

討し対応する。」こととしているため、音楽用CDの再販売価格維持制度の撤廃が行われる可能性が

あります。  

 仮に、再販売価格維持制度がなくなった場合、レコード業界全体としては相当の影響があると思

われますが、それを予測することは困難であり、当社グループにおいてもその影響度を予測するこ

とは困難であります。 

④ 減損損失について 

当社グループが保有している資産の時価が著しく下落した場合や事業の収益性が悪化した場合に

は、減損会計の適用により固定資産について減損損失が発生し、業績及び財務状況に影響を与える

可能性があります。 

⑤ 有利子負債への依存について 

当社グループは、投資有価証券及び不動産の取得資金並びに映像事業の投資資金を主として金融

機関からの借入金により調達しているため、現行の金利水準が変動した場合には当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 借入金の財務制限条項について 

当社が取引銀行３行と締結している融資枠総額135億円のコミットメントライン契約、および平

成21年４月設立のエイベックス通信放送株式会社への出資金を使途として、平成20年12月に調達し

た長期借入金30億円については財務制限条項が付加されており、平成21年３月末現在、財務制限条

項の対象となる借入金残高は60億円となっております。(コミットメントラインによる借入金30億

円、長期借入金30億円) 

 この財務制限条項は、各年度の四半期決算や年度決算における単体及び連結の貸借対照表におけ

る純資産の部の金額や損益計算書の営業利益等より算出される一定の指標等を基準としており、こ

の条項に抵触した場合には借入利率の上昇や期限の利益を喪失する等、当社グループの財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4）事業等のリスク
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⑦ 新規事業について 

当社グループは、エンタテインメント・ビジネスにおける地位を確固としたものとするため、積

極的に新規事業に取り組んでおりますが、新規事業は、その遂行過程において、事業環境の急激な

変化や、事後的に顕在化する予測困難な問題等によりリスクが発生する可能性は否定できず、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

エイベックス・グループ・ホールディングス㈱（7860）平成21年３月期 決算短信

-11-



  
当社グループは、当社及び連結子会社16社並びに持分法適用関連会社８社の合計25社により構成されており、コンテ

ンツ・クリエイティヴ(CC)事業、パッケージ・コミュニケーション(PC)事業、ネットワーク・コミュニケーション(NC)

事業、ライヴ・コミュニケーション(LC)事業及びその他の事業を営んでおります。各々の事業における主な事業内容、

主要な連結子会社及び当該事業における位置づけは次のとおりであります。なお、事業の種類別セグメントと同一の区

分であります。 

    

 
  

2. 企業集団の状況

事業区分 主な事業内容 主要な連結子会社

ＣＣ事業(コンテン
ツ・クリエイティヴ事
業)

音楽・映像コンテンツの制作・宣伝、及
びアーティスト・タレントのマネジメン
ト

エイベックス・エンタテインメント㈱ 
Avex China Co.,Ltd. 
㈱ミディア 
ハッチ・エンタテインメント㈱  
㈱ピックス 
エイベックス・マネジメント㈱

ＰＣ事業(パッケー
ジ・コミュニケーショ
ン事業)

音楽・映像コンテンツの製造(パッケージ
製造)及び販売

エイベックス・マーケティング㈱ 
Avex Taiwan Inc. 
Avex Hawaii,Inc.
Avex Asia Holdings Ltd. 
Avex Hong Kong Ltd.

ＮＣ事業(ネットワー
ク・コミュニケーショ
ン事業)

音楽・映像コンテンツの配信、会員ビジ
ネス、ファンクラブ、マーチャンダイジ
ング他

エイベックス・マーケティング㈱ 
㈱Para.TV

ＬＣ事業(ライヴ・コ
ミュニケーション事
業)

コンサート・イベントの企画・制作・運
営

エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱

その他の事業 新人アーティストの開発・育成、スクー
ル(エイベックス・アーティストアカデミ
ー)、レストラン他

エイベックス・プランニング＆デベロップ
メント㈱ 
㈱ヴェルファーレ・エンタテインメント 
㈱エイベックス マネジメント サービス
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当社グループは、音楽・映像ソフトの企画・制作、製造及び販売並びに配信事業及びそれに関するサービス業務を 

主な事業としており、グループ各社の事業の系統図は、次のとおりであります。 
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関係会社の状況 

平成21年３月31日現在

 名   称 住   所
資 本 金 
(百万円)

主要な事業の内
容(注)1

議決権の所
有割合(％)

関  係  内  容 摘要

(連結子会社)

エイベックス・ 
エンタテインメント㈱

東京都港区 487
コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

100.0

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸をしており、その対価としてサービス
フィーを収受しております。また、当社より
資金の貸付を行っております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 3

Avex China Co.,Ltd. 中国 北京
千人民元 コンテンツ・

クリエイティ
ヴ事業

100.0
(100.0)

─── 
  
役員の兼任等・・・有

(注)
 2, 
 350,000

㈱ミディア 東京都港区 100
コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

100.0
(100.0)

当社は経営上の各種サービスの提供をしてお
り、その対価としてサービスフィーを収受し
ております。また、当社より資金の貸付を行
っております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

ハッチ・ 
エンタテインメント㈱

東京都港区 80
コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

66.0
(66.0)

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸をしており、その対価としてサービス
フィーを収受しております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

㈱ピックス 東京都港区 60
コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

100.0
(100.0)

当社は経営上の各種サービスの提供をしてお
り、その対価としてサービスフィーを収受し
ております。また、当社より資金の貸付を行
っております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

エイベックス・ 
マネジメント㈱

東京都港区 80
コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

100.0

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸ををしており、その対価としてサービ
スフィーを収受しております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

エイベックス・ 
マーケティング㈱

東京都港区 200

パッケージ・
コミュニケー
ション事業 
ネ ッ ト ワ ー
ク・コ ミ ュ ニ
ケーション事
業

100.0

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸をしており、その対価としてサービス
フィーを収受しております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 3, 
 6

Avex Taiwan Inc. 台湾 台北
千NTドル パッケージ・

コミュニケー
ション事業

100.0
(100.0)

―――  
  
役員の兼任等・・・有

(注)
 2, 
 3215,000 

Avex Hawaii,Inc. 米国ハワイ州

千米ドル パッケージ・
コミュニケー
ション事業

100.0

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸をしており、その対価としてサービス
フィーを収受しております。また、当社より
資金の貸付を行っております。 
役員の兼任等・・・有

2,000 

Avex Asia Holdings  
Ltd.

中国 香港

香港ドル パッケージ・
コミュニケー
ション事業

100.0

Avex Asia Ltd.、Avex Taiwan Inc.及びAvex 
China CO.,Ltd.の管理・統括をしておりま
す。 
役員の兼任等・・・有500,004

Avex Hong Kong Ltd. 中国 香港
香港ドル パッケージ・

コミュニケー
ション事業

100.0
(100.0)

――― 
  
役員の兼任等・・・有

(注)
 22 

㈱Ｐａｒａ.ＴＶ 東京都港区 64

ネ ッ ト ワ ー
ク・コ ミ ュ ニ
ケーション事
業

74.8
(74.8)

――― 
  
役員の兼任等・・・無

(注)
 2

エイベックス・ライヴ・ 
クリエイティヴ㈱

東京都港区 30
ラ イ ヴ・コ ミ
ュニケーショ
ン事業

100.0

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸をしており、その対価としてサービス
フィーを収受しております。また、当社より
資金の貸付を行っております。 
役員の兼任等・・・有
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(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 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数を記載しております。 

    ３ エイベックス・エンタテインメント㈱、エイベックス・マーケティング㈱、Avex Taiwan Inc.及びAvex  

       China Co.,Ltd.は特定子会社であります。 

   ４ 有価証券報告書を提出しております。 

   ５ Chengtian Entertainment Group(International) Holding Co.Ltd.の資本金について、従来29,079千人 

      民元と記載しておりましたが、当期に事実確認したところ77,747香港ドルであることが判明したため記載を  

      変更しております。 

   ６ エイベックス・マーケティング㈱は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める 

      割合が10％を超えております。 

      主要な損益情報等は以下のとおりであります。 

      エイベックス・マーケティング㈱ 

      ① 売上高   91,940百万円 

      ② 経常利益   7,808百万円 

      ③ 当期純利益  4,526百万円 

      ④ 純資産額  11,390百万円 

      ⑤ 総資産額  33,802百万円 

 名   称 住   所
資 本 金 
(百万円)

主要な事業の内
容(注)1

議決権の所
有割合
（％）

関  係  内  容 摘要

エイベックス・ 
プランニング＆デベロップ
メント㈱

東京都港区 20 その他の事業 100.0

当社は経営上の各種サービスの提供をしてお
り、その対価としてサービスフィーを収受し
ております。また、当社より資金の貸付を行
っております。 
役員の兼任等・・・有

㈱ヴェルファーレ・ 
エンタテインメント

東京都港区 10 その他の事業
100.0

(100.0)

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸をしており、その対価としてサービス
フィーを収受しております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

㈱エイベックス  
マネジメント  
サービス

東京都港区 10 その他の事業 100.0

当社グループに対し、マネジネントサービス
を行っており、その対価として当社より経営
コンサルティング料を支払っております。ま
た、当社は事務所の賃貸をしております。 
役員の兼任等・・・有

(持分法適用関連会社)

㈱エイベックス 
＆イースト

東京都港区 80
コンテンツ・ 
クリエイティ
ヴ事業

30.0
当社より金融機関からの借入に対し債務保証
を行っております。 
役員の兼任等・・・有

ORS有限責任事業組合 東京都渋谷区 40
コンテンツ・ 
クリエイティ
ヴ事業

50.0
(50.0)

――― 
役員の兼任等・・・無

(注)
 2

Chengtian Entertainment 
Group(International)
Holding Co.Ltd.

英領  

ヴァージン 

諸島

香港ドル

77,747

コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

20.0
――― 
  
役員の兼任等・・・有

(注)
 5

Pamiem Film Fund Ltd. 中国 香港
香港ドル

10,000

コンテンツ・ 
クリエイティ
ヴ事業

50.0
 (50.0) 

――― 
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

メモリーテック㈱ 茨城県筑西市 1,877
パッケージ・
コミュニケー
ション事業

20.5
――― 
  
役員の兼任等・・・有

㈱ドワンゴ 東京都中央区 10,069

ネ ッ ト ワ ー
ク・コ ミ ュ ニ
ケーション事
業

21.8
――― 
  
役員の兼任等・・・有

(注)
 4

㈱レコチョク 東京都港区 170

ネ ッ ト ワ ー
ク・コ ミ ュ ニ
ケーション事
業

19.5
(19.5)

――― 
 
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

ブレインシンク㈱ 東京都港区 98

ネ ッ ト ワ ー
ク・コ ミ ュ ニ
ケーション事
業

23.3
(23.3)

――― 
 
役員の兼任等・・・無

(注)
 2
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上記(1)～(3)の項目に関しましては、平成19年３月期中間決算短信(平成18年11月17日開示)により開

示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略致します。 

 当該中間決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

(当社ホームページ) 

 http://www.avex.co.jp/ 

(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 当社グループは、エンタテインメント・ビジネスのリーディングカンパニーを目指し、クリエイティ

ヴとコミュニケーションを強化することにより、新たなブランドを創生し、その循環をシームレスに行

い、企業価値を高めるために、以下の項目を対処すべき課題として取り組んでまいります。 

① クリエイティヴ・ベースト・カンパニーへの進化 

コンテンツ制作のみならず、当社グループ内のあらゆる業務において、クリエイティヴ能力を発

揮することを奨励推進する企業風土を維持定着させ、多くの社員がその能力を発揮し、当社グルー

プ全体が常に活性化していくこと。 

② コミュニケーション戦略の強化 

クリエイティヴによって創り出されたコンテンツをパッケージ、配信、コンサート及びメディア

等、あらゆる機会を通して提供していくこと。さらに顧客と双方向で情報交換を行い、様々なニー

ズを獲得していき、その情報交換の場を日本のみならずアジア全体に広げていくこと。 

③ ブランディング戦略の強化 

個々のアーティストの特性を活かしたビジネス戦略を構築し、音楽だけでなく映像、ファッショ

ン等の分野にも展開を図り、そのアーティストのブランドを確立すること。また、俳優、タレン

ト、アスリートのマネジメントについても、アーティストのマネジメントにより蓄積したノウハウ

を活かして、それぞれのブランド構築の強化をすること。さらに音楽映像事業においては、レーベ

ルカラーを強化することにより、様々なレーベルを打ち出し、顧客セグメント拡大と当該顧客層へ

のブランド訴求を同時に行っていくこと。 

④ 人材育成の強化 

戦略、組織、諸制度といったハード部分の構造改革を具現化していくには、思考、行動といった

人材に関わるソフト部分の改革が不可欠であるため、次世代経営リーダー育成研修やリーダーシッ

プ強化研修を実施すること。また、東アジア展開に向けて、社内講師によるアジアの権利ビジネス

教育の実施等を通じ、知識習得にとどまらない社内で培われた知恵の共有を目指すこと。 

⑤ 東アジア市場への対応強化 

日本国内の成熟した市場だけではなく、日本のコンテンツが受容されやすく急成長を続けている

中国を中心とした東アジアにも市場を広げ、早急に確固たる橋頭堡を築いて事業展開し、更なる当

社グループの成長を図ること。 

⑥ 映像事業の強化 

幅広い年齢層に受け入れられ、かつ音楽事業とのシナジーを産むコンテンツとして映像事業を強

化し、当社グループの強みを活かした「BeeTV」等、独自の事業モデルを構築、事業の柱のひとつ

とすること。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 10,093 13,166 

受取手形及び売掛金 16,990 20,609 

営業投資有価証券 255 200 

営業出資金 1,858 852 

たな卸資産 4,802 － 

商品及び製品 － 742 

仕掛品 － 4,494 

原材料及び貯蔵品 － 374 

繰延税金資産 5,752 6,921 

前渡金 2,839 2,341 

前払費用 1,489 890 

前払印税 613 828 

その他 1,593 1,762 

貸倒引当金 △469 △435 

流動資産合計 45,819 52,748 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 6,105 5,916 

土地 27,888 29,530 

その他（純額） 1,010 1,060 

有形固定資産合計 35,004 36,507 

無形固定資産 1,236 1,061 

投資その他の資産 

投資有価証券 17,112 13,209 

長期前払費用 281 385 

繰延税金資産 1,096 1,252 

敷金及び保証金 836 850 

保険積立金 96 67 

その他 1,261 1,385 

貸倒引当金 △621 △454 

投資その他の資産合計 20,064 16,696 

固定資産合計 56,305 54,264 

資産合計 102,124 107,013 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,721 1,836 

短期借入金 4,100 8,600 

1年内返済予定の長期借入金 6,110 1,960 

1年内償還予定の社債 996 1,496 

未払金 6,376 8,857 

未払印税 8,164 8,030 

未払法人税等 3,428 2,738 

未払消費税等 504 479 

預り金 398 760 

賞与引当金 1,504 965 

役員賞与引当金 280 91 

返品引当金 3,479 3,666 

株主優待引当金 84 68 

その他 2,969 2,538 

流動負債合計 40,117 42,089 

固定負債 

社債 9,284 10,038 

長期借入金 17,685 22,975 

退職給付引当金 345 467 

役員退職慰労引当金 526 610 

その他 1,354 1,071 

固定負債合計 29,194 35,163 

負債合計 69,312 77,252 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,229 4,229 

資本剰余金 5,001 5,001 

利益剰余金 28,460 25,837 

自己株式 △5,468 △5,469 

株主資本合計 32,223 29,598 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 112 76 

為替換算調整勘定 △82 △264 

評価・換算差額等合計 30 △187 

新株予約権 250 326 

少数株主持分 307 22 

純資産合計 32,812 29,760 

負債純資産合計 102,124 107,013 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 104,639 117,819 

売上原価 63,323 75,048 

売上総利益 41,316 42,771 

販売費及び一般管理費 

広告宣伝費 10,449 11,905 

販売促進費 1,789 2,273 

貸倒引当金繰入額 297 112 

従業員給料及び賞与 5,595 5,927 

役員賞与引当金繰入額 280 91 

賞与引当金繰入額 1,504 963 

退職給付費用 95 232 

役員退職慰労引当金繰入額 99 97 

株主優待引当金繰入額 84 68 

減価償却費 790 901 

その他 11,818 13,716 

販売費及び一般管理費合計 32,805 36,290 

営業利益 8,510 6,480 

営業外収益 

受取利息 48 33 

受取配当金 13 32 

投資事業組合等運用益 1 56 

受取損害賠償金 18 － 

受取違約金 35 － 

その他 61 65 

営業外収益合計 179 188 

営業外費用 

支払利息 573 760 

支払手数料 34 148 

社債発行費 31 29 

持分法による投資損失 773 912 

為替差損 136 4 

その他 73 83 

営業外費用合計 1,623 1,938 

経常利益 7,066 4,729 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

前期損益修正益 － 154 

固定資産売却益 2 0 

投資有価証券売却償還益 20 73 

事業閉鎖損失引当金戻入額 142 － 

事業閉鎖に伴うリース料返還額 113 － 

過年度B/S勘定整理益 72 － 

保険解約収入 4 33 

その他 35 65 

特別利益合計 392 327 

特別損失 

固定資産除売却損 44 67 

投資有価証券評価損 1,887 2,601 

のれん償却額 － 339 

減損損失 6 95 

持分変動損失 32 － 

契約違約金 143 － 

過年度為替差損 － 305 

その他 37 1 

特別損失合計 2,151 3,410 

税金等調整前当期純利益 5,307 1,646 

法人税、住民税及び事業税 4,279 4,049 

法人税等調整額 226 △1,304 

法人税等合計 4,505 2,744 

少数株主損失（△） △107 △192 

当期純利益又は当期純損失（△） 909 △905 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 4,229 4,229 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,229 4,229 

資本剰余金 

前期末残高 5,001 5,001 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,001 5,001 

利益剰余金 

前期末残高 29,169 28,460 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,717 △1,717 

当期純利益又は当期純損失（△） 909 △905 

連結範囲の変動 6 － 

持分法の適用範囲の変動 93 － 

当期変動額合計 △708 △2,623 

当期末残高 28,460 25,837 

自己株式 

前期末残高 △5,467 △5,468 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △5,468 △5,469 

株主資本合計 

前期末残高 32,931 32,223 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,717 △1,717 

当期純利益又は当期純損失（△） 909 △905 

自己株式の取得 △0 △0 

連結範囲の変動 6 － 

持分法の適用範囲の変動 93 － 

当期変動額合計 △708 △2,624 

当期末残高 32,223 29,598 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 277 112 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△165 △35 

当期変動額合計 △165 △35 

当期末残高 112 76 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △42 △82 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△39 △182 

当期変動額合計 △39 △182 

当期末残高 △82 △264 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 234 30 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△204 △217 

当期変動額合計 △204 △217 

当期末残高 30 △187 

新株予約権 

前期末残高 130 250 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 120 75 

当期変動額合計 120 75 

当期末残高 250 326 

少数株主持分 

前期末残高 402 307 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △95 △284 

当期変動額合計 △95 △284 

当期末残高 307 22 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 33,699 32,812 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,717 △1,717 

当期純利益又は当期純損失（△） 909 △905 

自己株式の取得 △0 △0 

連結範囲の変動 6 － 

持分法の適用範囲の変動 93 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △179 △426 

当期変動額合計 △887 △3,051 

当期末残高 32,812 29,760 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 5,307 1,646 

減価償却費 1,589 1,700 

減損損失 6 95 

のれん償却額 85 416 

株式報酬費用 120 75 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 269 △200 

賞与引当金の増減額（△は減少） △26 △539 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △48 △188 

株主優待引当金の増減額（△は減少） 84 △16 

返品引当金の増減額（△は減少） △60 186 

事業閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △520 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27 122 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 92 84 

受取利息及び受取配当金 △61 △66 

受取損害賠償金 △18 － 

支払利息 573 760 

投資有価証券売却償還損益（△は利益） △18 △73 

投資事業組合等運用損益（△は利益） △1 △56 

持分法による投資損益（△は益） 773 912 

固定資産除売却損益（△は益） 44 56 

保険解約収入 △4 △33 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,887 2,601 

売上債権の増減額（△は増加） 5,249 △3,774 

営業出資金の増減額（△は増加） △1,858 1,006 

たな卸資産の増減額（△は増加） △318 △823 

前渡金の増減額（△は増加） △208 497 

前払費用の増減額（△は増加） 35 589 

前払印税の増減額（△は減少） △91 △228 

長期前払費用の増減額（△は増加） 132 △127 

仕入債務の増減額（△は減少） △190 142 

未払金の増減額（△は減少） △2,121 2,634 

未払印税の増減額（△は減少） △229 △27 

未払消費税等の増減額（△は減少） 186 △26 

その他 785 △146 

小計 11,417 7,200 

利息及び配当金の受取額 288 216 

利息の支払額 △568 △754 

損害賠償金の受取額 18 － 

違約金の受取額 6 － 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

法人税等の還付額 761 107 

法人税等の支払額 △4,629 △5,051 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,293 1,718 

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 △1,021 △2,436 

有形固定資産の売却による収入 1 7 

無形固定資産の取得による支出 △576 △607 

投資有価証券の取得による支出 △281 △188 

投資有価証券の売却及び償還による収入 269 353 

子会社株式の取得による支出 △31 △408 

敷金及び保証金の差入による支出 △74 △51 

敷金及び保証金の回収による収入 680 35 

長期性預金の預入による支出 － △300 

その他 53 86 

投資活動によるキャッシュ・フロー △980 △3,508 

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） △20,400 4,500 

長期借入れによる収入 19,100 7,400 

長期借入金の返済による支出 △1,805 △6,260 

リース債務の返済による支出 － △83 

社債の発行による収入 2,368 2,470 

社債の償還による支出 △120 △1,246 

少数株主からの払込みによる収入 27 － 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △1,722 △1,713 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,552 5,067 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34 △204 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,726 3,072 

現金及び現金同等物の期首残高 6,371 10,093 

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） 

△4 － 

現金及び現金同等物の期末残高 10,093 13,166 
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(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

  該当事項はありません。

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 16社

連結子会社名は、「２ 企業集団の状況 関係会社の状況」に記載して

いるため省略しております。 

 エイベックス・マネジメント㈱については、当連結会計年度において新

たに設立したことにより連結子会社に含めております。 

 Avex China Co.,Ltd.は、平成21年１月付で同社の株式の51%を取得した

ことにより当社の連結子会社であるAvex Asia Holdings Ltd.の100%子会

社となりました。  

 なお、Avex Asia Ltd.は、平成20年11月をもって商号をAvex Hong Kong 

Ltd.に変更いたしました。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社 該当ありません。

なお、Avex Asia Properties Ltd.は当連結会計年度において会社を清

算いたしました。

２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用会社 

   非連結子会社 該当ありません。 

   関連会社   ８社

持分法適用会社は、㈱レコチョク、メモリーテック㈱、㈱エイベックス

＆イースト、 ㈱ドワンゴ、Chengtian Entertainment Group

(International)Holding Co. Ltd.、ブレインシンク㈱、Pamiem Film 

Fund Ltd.、ORS有限責任事業組合であります。

Pamiem Film Fund Ltd.及びORS有限責任事業組合は、当連結会計年度に

おいて新たに持分法適用の関連会社に含めております。

レーベルモバイル㈱は、平成21年２月１日をもって商号を㈱レコチョク

に変更いたしました。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の 

   名称 

   非連結子会社 該当ありません。

なお、Avex Asia Properties Ltd.は当連結会計年度において会社を清

算いたしました。

   関連会社

なお、㈱周美は当連結会計年度において所有株式の全株を売却したこと

により、関連会社に該当しないこととなりました。

(3) 議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有して

いる会社等のうち関連会社としなかった会社等の名称

   East Empire International Holding Ltd.

(4) 議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有して

いる会社等のうち関連会社としなかった理由

   当社がEast Empire International Holding Ltd.に対して役員の派遣や

重要な売上、仕入等の事実はなく実質的な影響を及ぼしていないことが明

らかであるため、関連会社としておりません。

(5) 持分法適用会社の事業年度等に関する事項

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については各

社の事業年度に係る財務諸表、または連結決算日における仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち、Avex Hong Kong Ltd.、Avex Taiwan Inc.、Avex 

China Co.,Ltd.、Avex Asia Holdings Ltd.、Avex Hawaii,Inc.の決算日は

12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、同日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。
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４ 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

 その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

  時価のあるもの

  決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合等への出資

  近の決算書に基づく当社持分相当額により評価しております。

② たな卸資産

  商品・製品・貯蔵品

 主として移動平均法による原価法 

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により

算定)

  原材料

 終仕入原価法 

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により

算定)

  仕掛品・映像使用権

 個別法による原価法 

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により

算定)

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「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日公表分)を適用しております。

これにより、当連結会計年度の売上総利益、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ117百万円減少しております。

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。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

当社及び国内連結子会社は定率法、ただし平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備は除く)については定額法、在外連結子会社は主

に所在地国の会計基準の規定に基づく定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。  

建物及び構築物 ３～48年

その他     ２～20年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(２

～５年)に基づく定額法によっております。

③ リース資産

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっ

ております。

(3) 重要な繰延資産の処理の方法

① 社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。
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② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額

のうち、当連結会計年度に帰属する部分の金額を計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上し

ております。

④ 返品引当金

将来の返品による損失に備えるとともに、適切な期間損益計算に資す

るため、将来の返品予想額を計上しております。過去の返品実績等に基

づく返品予想額を返品引当金の繰入として売上高から直接控除し、返品

受入額は引当金残高を取崩して処理しております。

⑤ 株主優待引当金

株主優待引当金は株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌

連結会計年度において発生すると見込まれる額を計上しております。

⑥ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

また、数理計算上の差異は、その発生時の翌連結会計年度に費用処理

することとしております。

⑦ 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支

給額の100％を計上しております。

(5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産

及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定及び少数株主持分に含めております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

 金利スワップについては特例処理の要件を満たしておりますので、特

例処理を採用しております。

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段 金利スワップ取引

 ヘッジ対象 長期借入金の利息

 ③ ヘッジ方針

 将来の金利変動によるリスクの回避を目的としており、リスクヘッジ

目的以外の取引は行わない方針であります。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

 金利スワップについては、特例処理を採用しているため、ヘッジの有

効性の評価は省略しております。

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税等の処理方法

 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

② その他

 記載金額が「０」は百万円未満であることを示しております。また、

記載金額が「―」は該当金額がないことを示しております。

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっており

ます。

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんは、その効果の及ぶ期間(５年)で均等償却しております。

また、持分法適用会社に対する投資と資本との差額(のれん相当額)につ

いても、その効果の及ぶ期間(10年)で均等償却しております。

ただし、金額に重要性がない場合には、発生年度に全額償却しておりま

す。

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流

動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない短期的な投資からなっております。
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

  【会計方針の変更】

(リース取引に関する会計基準)

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、当連結会計年度より「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))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

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、期

首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額(利息相当額控除

後)を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっております。

当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。

(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)

当連結会計年度より、「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

対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

  当該変更に伴う損益に与える影響はありません。

  【表示方法の変更】

(連結貸借対照表)

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「商品

及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸

資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ768百万円、3,614百万

円、419百万円であります。
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
(注) 1 事業の区分の方法 

事業区分は、コンテンツ制作・製品・サービス等の種類・性質、販売形態等の類似性を考慮し、「ＣＣ事業

(コンテンツ・クリエイティヴ事業)」、「ＰＣ事業(パッケージ・コミュニケーション事業)」、「ＮＣ事業

(ネットワーク・コミュニケーション事業)」、「ＬＣ事業(ライヴ・コミュニケーション事業)」、「その他

の事業」の５事業に区分しております。  

2 各事業の主な製品・サービス 

 
3 「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は30,284百万円であり、主として親会社運用資金(現金等)、長期

投資資金(投資有価証券等)及び管理部門等に係る資産であります。 

4 会計方針の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、当社及び国内

連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴う営業費用及び営業利益に与える影響

は、軽微であります。 

(セグメント情報)

1 事業の種類別セグメント情報

ＣＣ事業 
(百万円)

ＰＣ事業
(百万円)

ＮＣ事業
(百万円)

ＬＣ事業
(百万円)

その他
の事業 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円) 

 

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

12,306 54,402 26,272 9,197 2,460 104,639 ― 104,639

(2) セグメント間の 
  内部売上高

又は振替高
36,511 206 1,295 1,315 1,619 40,948 △40,948 ―

計 48,817 54,608 27,567 10,513 4,079 145,587 △40,948 104,639

営業費用 45,975 53,582 24,342 10,245 3,494 137,640 △41,511 96,128

営業利益 2,842 1,026 3,224 267 585 7,947 563 8,510

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び 
資本的支出

資産 27,777 20,079 9,829 2,651 33,252 93,590 8,533 102,124

減価償却費 169 143 425 6 249 994 594 1,589

減損損失 ― 6 ― ― ― 6 ― 6

資本的支出 162 48 292 13 320 836 666 1,502

(a)ＣＣ事業  

 (コンテンツ・クリエイティヴ事業）

……音楽・映像コンテンツの企画・制作、アーティスト・タ

レントのマネジメント業務、音楽出版事業、著作隣接権

等印税収入、映画製作・配給、スタジオ運営

(b)ＰＣ事業 

 (パッケージ・コミュニケーション事業)

……音楽・映像パッケージの製造・販売事業

(C)ＮＣ事業 

 (ネットワーク・コミュニケーション事業)

……音楽・映像コンテンツの配信事業、会員制事業、ファン

クラブ事業、マーチャンダイジング事業

(d)ＬＣ事業 

 (ライヴ・コミュニケーション事業)

……コンサート・イベントの企画・制作・運営

(e)その他の事業 

 

……新人アーティストの開発・育成事業、スクール事業（エ

イベックス・アーティストアカデミー）、レストラン事

業、不動産賃貸事業 等
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5 追加情報 

  （1） 有形固定資産の減価償却方法の変更 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、当社及び

国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。この変更に伴う営業費用及び営業利益に与える影響は、軽微であります。 

  （2） 株主優待引当金 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、株主優待費は従来、支出時に販

売費及び一般管理費として処理しておりましたが、近年の株主数の増加に伴い金額の重要性が増したこと

から当連結会計年度末より、翌連結会計年度において発生すると見込まれる額を株主優待引当金として計

上しております。従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は84百万円増加し、営

業利益が同額減少しております。 

エイベックス・グループ・ホールディングス㈱（7860）平成21年３月期 決算短信

-31-



当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) 1 事業の区分の方法 

事業区分は、コンテンツ制作・製品・サービス等の種類・性質、販売形態等の類似性を考慮し、「ＣＣ事業

(コンテンツ・クリエイティヴ事業)」、「ＰＣ事業(パッケージ・コミュニケーション事業)」、「ＮＣ事業

(ネットワーク・コミュニケーション事業)」、「ＬＣ事業(ライヴ・コミュニケーション事業)」、「その他

の事業」の５事業に区分しております。  

2 各事業の主な製品・サービス 

 
3 「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は29,569百万円であり、主として親会社運用資金(現金等)、長期

投資資金(投資有価証券等)及び管理部門等に係る資産であります。 

4 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、「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日公表分)を適用しております。 

 当該変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益は、CC事業が117百万円

減少しております。 

ＣＣ事業 
(百万円)

ＰＣ事業
(百万円)

ＮＣ事業
(百万円)

ＬＣ事業
(百万円)

その他
の事業 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円) 

 

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

14,076 59,211 30,712 11,273 2,545 117,819 ― 117,819

(2) セグメント間の 
  内部売上高

又は振替高
40,808 1,252 2,938 1,956 1,680 48,636 △48,636 ―

計 54,884 60,464 33,650 13,229 4,226 166,456 △48,636 117,819

営業費用 55,776 58,377 28,848 12,848 3,674 159,525 △48,186 111,339

営業利益又は営業損失
(△)

△892 2,087 4,802 380 552 6,930 △449 6,480

Ⅱ 資産、減価償却費、  
  減損損失及び 
  資本的支出

資産 30,066 20,776 14,815 2,960 36,393 105,013 2,000 107,013

減価償却費 232 116 369 7 250 977 723 1,700

減損損失 84 ― 9 ― 1 95 ― 95

資本的支出 321 21 411 20 1,909 2,684 573 3,258

(a)ＣＣ事業  

 (コンテンツ・クリエイティヴ事業）

……音楽・映像コンテンツの企画・制作、アーティスト・タ

レントのマネジメント業務、音楽出版事業、著作隣接権

等印税収入、映画製作・配給、スタジオ運営

(b)ＰＣ事業 

 (パッケージ・コミュニケーション事業)

……音楽・映像パッケージの製造・販売事業

(C)ＮＣ事業 

 (ネットワーク・コミュニケーション事業)

……音楽・映像コンテンツの配信事業、会員制事業、ファン

クラブ事業、マーチャンダイジング事業

(d)ＬＣ事業 

 (ライヴ・コミュニケーション事業)

……コンサート・イベントの企画・制作・運営

(e)その他の事業 

 

……新人アーティストの開発・育成事業、スクール事業（エ

イベックス・アーティストアカデミー）、レストラン事

業、不動産賃貸事業 等
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20

年４月１日 至 平成21年３月31日)において、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資

産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20

年４月１日 至 平成21年３月31日)において、海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外

売上高の記載を省略しております。 

2 所在地別セグメント情報

3 海外売上高
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(注) 算定上の基礎 

  
 １. １株当たり純資産額 

   
 ２. １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額又は当期純損 
   失金額 

 
(注) 平成18年６月６日付与ストックオプションの内、普通株式29,000株相当については、前連結会計年度において、 
  付与の要件を満たさなくなったため、失効したものとして取り扱っておりましたが、当連結会計年度において、 
  再度付与の要件を満たすこととなったため、潜在株式の数に加えております。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 751円05銭

１株当たり当期純利益金額 21円17銭

１株当たり純資産額 684円89銭

１株当たり当期純損失金額 21円09銭

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であること及び

希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額
(百万円)

32,812 29,760

普通株式に係る純資産額(百万円) 32,253 29,411

差額の主な内訳(百万円)

 新株予約権 250 326

 少数株主持分 307 22

普通株式の発行済株式数(千株) 46,157 46,157

普通株式の自己株式数(千株) 3,213 3,214

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数(千株)

42,944 42,943

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当
期純損失(百万円)

909 △905

普通株式に係る当期純利益又は当期純
損失(百万円)

909 △905

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 42,944 42,943

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益又は当期
純損失の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

(新株予約権) 
 平成18年４月28日付与 
 ストックオプション
  潜在株式の数 
    当社普通株式 
    721,000株
 平成18年６月６日付与 
 ストックオプション
  潜在株式の数 
   当社普通株式 
   200,500株

(新株予約権) 
 平成18年４月28日付与 
 ストックオプション
  潜在株式の数 
    当社普通株式 
    665,500株
 平成18年６月６日付与 
 ストックオプション
  潜在株式の数 
   当社普通株式 
   229,500株
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(重要な後発事象)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

（合弁会社の設立）

 当社の連結子会社であるエイベックス・エンタテインメント㈱(以下「AEI」)と、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ

(以下「ドコモ」)は、平成20年９月30日の合弁契約に基づき、平成21年４月10日付をもって、合弁会社を設立いた

しました。

（1）合弁会社設立の目的

 携帯電話を活用した映像配信ビジネスを共同展開し、黎明期にあるモバイル向け動画コンテンツ市場の形

成と活性化を図ることを目的として合弁会社を設立するものです。

（2）合弁会社の概要(平成21年４月10日現在)

① 商号 エイベックス通信放送㈱

② 主な事業内容 モバイル向け会員制映像配信事業、ライツ事業

③ 設立年月日 平成21年４月10日

④ 本店所在地 東京都港区南青山三丁目１番30号

⑤ 代表者
代表取締役会長   松浦 勝人 

代表取締役社長   千葉 龍平

⑥ 資本金及び資本準備金 資本金35億円、資本準備金35億円

⑦ 大株主及び持株比率 AEI70％ ドコモ30％

⑧ 事業年度の末日 ３月31日

⑨ 従業員数 30名

(開示の省略)

   連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算 

  書、リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会 

  計、関連当事者との取引、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必 

  要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 7,547 11,720 

売掛金 1,072 878 

前渡金 25 40 

前払費用 98 85 

前払印税 9 38 

繰延税金資産 280 755 

短期貸付金 1,161 1,407 

未収入金 196 448 

その他 14 115 

貸倒引当金 △21 △499 

流動資産合計 10,383 14,991 

固定資産 

有形固定資産 

建物 6,658 6,951 

減価償却累計額 △2,127 △2,401 

建物（純額） 4,531 4,549 

機械及び装置 139 139 

減価償却累計額 △133 △134 

機械及び装置（純額） 5 4 

車両運搬具 80 73 

減価償却累計額 △42 △44 

車両運搬具（純額） 38 28 

工具、器具及び備品 1,455 1,354 

減価償却累計額 △978 △937 

工具、器具及び備品（純額） 477 416 

土地 27,795 29,437 

リース資産 － 89 

減価償却累計額 － △32 

リース資産（純額） － 56 

建設仮勘定 13 14 

有形固定資産合計 32,861 34,509 

無形固定資産 

借地権 18 18 

ソフトウエア 670 582 

電話加入権 8 8 

商標権 － 4 

排出権 － 18 

無形固定資産合計 698 631 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,398 2,216 

関係会社株式 27,662 23,491 

関係会社長期貸付金 230 － 

破産更生債権等 51 2 

長期前払費用 2 3 

繰延税金資産 586 678 

敷金及び保証金 564 536 

長期預金 500 800 

その他 129 120 

貸倒引当金 △266 △17 

投資その他の資産合計 31,860 27,832 

固定資産合計 65,419 62,973 

資産合計 75,803 77,965 

負債の部 

流動負債 

短期借入金 4,100 8,600 

1年内返済予定の長期借入金 6,110 1,960 

1年内償還予定の社債 996 1,496 

リース債務 － 28 

未払金 904 782 

未払費用 184 196 

未払印税 176 329 

未払法人税等 211 17 

未払消費税等 161 － 

前受金 － 40 

預り金 13,324 14,356 

前受収益 37 1 

賞与引当金 226 213 

役員賞与引当金 184 － 

株主優待引当金 84 68 

その他 8 10 

流動負債合計 26,709 28,100 

固定負債 

社債 9,284 10,038 

長期借入金 17,685 22,975 

リース債務 － 27 

退職給付引当金 81 100 

役員退職慰労引当金 269 301 

長期預り保証金 921 373 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

固定負債合計 28,241 33,817 

負債合計 54,950 61,918 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,229 4,229 

資本剰余金 

資本準備金 5,076 5,076 

資本剰余金合計 5,076 5,076 

利益剰余金 

利益準備金 501 501 

その他利益剰余金 

別途積立金 12,000 12,000 

繰越利益剰余金 4,137 △716 

利益剰余金合計 16,638 11,784 

自己株式 △5,467 △5,467 

株主資本合計 20,477 15,623 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 123 96 

評価・換算差額等合計 123 96 

新株予約権 250 326 

純資産合計 20,852 16,046 

負債純資産合計 75,803 77,965 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業収益 13,064 11,668 

営業原価 1,690 1,490 

売上総利益 11,373 10,178 

販売費及び一般管理費 

広告宣伝費及び販売促進費 94 79 

役員報酬 376 488 

従業員給料及び賞与 1,084 1,181 

役員賞与引当金繰入額 184 － 

賞与引当金繰入額 226 213 

退職給付費用 21 45 

役員退職慰労引当金繰入額 46 45 

その他の人件費 417 466 

貸倒引当金繰入額 18 13 

株主優待引当金繰入額 84 68 

賃借料 95 92 

減価償却費 594 723 

修繕費 217 291 

業務委託費 656 702 

広報・IR諸費用 737 1,268 

租税公課 119 84 

法務コンサルティング費 180 142 

開発諸費用 317 475 

その他 1,796 1,887 

販売費及び一般管理費合計 7,270 8,270 

営業利益 4,103 1,907 

営業外収益 

受取利息 15 21 

受取配当金 10 11 

投資事業組合等運用益 1 56 

その他 17 29 

営業外収益合計 45 120 

営業外費用 

支払利息 464 639 

支払手数料 34 148 

社債利息 140 168 

社債発行費 31 29 

貸倒引当金繰入額 39 263 

その他 51 15 

営業外費用合計 761 1,264 

経常利益 3,386 763 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

投資有価証券売却償還益 17 73 

関係会社清算益 35 － 

税務更正受入益 18 － 

役員退職慰労引当金戻入額 － 4 

過年度株主優待引当金戻入額 － 18 

前期損益修正益 － 68 

その他 － 8 

特別利益合計 70 174 

特別損失 

固定資産売却損 2 7 

固定資産除却損 15 35 

投資有価証券売却損 2 － 

投資有価証券評価損 1,552 90 

関係会社株式評価損 18 4,494 

前期損益修正損 － 22 

その他 35 0 

特別損失合計 1,627 4,651 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,829 △3,713 

法人税、住民税及び事業税 604 3 

過年度法人税等戻入額 － △31 

法人税等調整額 74 △549 

法人税等合計 678 △577 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,151 △3,135 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 4,229 4,229 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,229 4,229 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 5,076 5,076 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,076 5,076 

資本剰余金合計 

前期末残高 5,076 5,076 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,076 5,076 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 501 501 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 501 501 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 12,000 12,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,000 12,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 4,703 4,137 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,717 △1,717 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,151 △3,135 

当期変動額合計 △566 △4,853 

当期末残高 4,137 △716 

利益剰余金合計 

前期末残高 17,205 16,638 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,717 △1,717 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,151 △3,135 

当期変動額合計 △566 △4,853 

当期末残高 16,638 11,784 

自己株式 

前期末残高 △5,466 △5,467 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △5,467 △5,467 

株主資本合計 

前期末残高 21,044 20,477 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,717 △1,717 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,151 △3,135 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △567 △4,854 

当期末残高 20,477 15,623 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 167 123 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44 △26 

当期変動額合計 △44 △26 

当期末残高 123 96 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 167 123 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44 △26 

当期変動額合計 △44 △26 

当期末残高 123 96 

新株予約権 

前期末残高 130 250 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 120 75 

当期変動額合計 120 75 

当期末残高 250 326 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 21,343 20,852 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,717 △1,717 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,151 △3,135 

自己株式の取得 △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 76 48 

当期変動額合計 △490 △4,805 

当期末残高 20,852 16,046 
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① 代表取締役の異動 

代表取締役の異動につきましては、平成21年５月15日（本日）発表の「代表取締役の異動に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

② その他の役員の異動 

該当事項はありません。 

 (4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

   該当事項はありません。

6. その他

(1) 役員の異動
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