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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 2,942 △12.4 △32 ― △28 ― △30 ―

21年3月期第1四半期 3,358 4.2 159 △2.7 176 8.9 96 6.7

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

22年3月期第1四半期 △284.88 ―

21年3月期第1四半期 898.75 ―

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

22年3月期第1四半期 7,019 3,965 56.4 37,021.92
21年3月期 7,450 4,135 55.3 38,554.28

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  3,957百万円 21年3月期  4,121百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 1,250.00 1,250.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 1,250.00 1,250.00

3.  平成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）

（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

6,994 △5.9 166 △59.3 173 △59.9 79 △69.5 746.24

通期 13,725 △1.3 287 △41.1 301 △41.8 138 △33.2 1,291.40



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  

（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。 

(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、５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．平成21年４月30日発表の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、当社が現在入手している情報及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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 106,908株 21年3月期 106,908株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 ―株 21年3月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 106,908株 21年3月期第1四半期 106,908株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国向けなどを中心に輸出の持ち直しが見られる一方で、個人

消費や住宅販売などの内需は引き続き低調であることに加え、設備や雇用の過剰感は依然として強いことから、景気

の行方は今なお予断を許さない状況にあります。 

 こうしたなか、当社グループの運営する「スペースシャワーＴＶ」におきましては、「スカパー！」の加入者が引

き続き減少傾向にあるものの、ケーブルテレビ局、ブロードバンド系プラットフォーム、及び「スカパー！ｅ２」経

由の加入者は順調に伸びており、「スペースシャワーＴＶ」の番組視聴可能世帯数は805万２千世帯(平成21年6月末

現在)となりました。これにともない、役務利用放送売上と番組販売売上を合計した有料視聴料収入全体では、前年

同期比増加となりました。一方、レコードメーカー等からの広告出稿が引き続き減少傾向にあり、広告営業売上は前

年同期実績を下回る結果となりました。音楽関連事業につきましては、ＣＤ・ＤＶＤパッケージの市場が前年対比で

大きく縮小しているなか、当社連結子会社のバウンディ㈱及び㈱ブルース・インターアクションズのＣＤパッケージ

売上も前年比減少いたしました。当社グループとしては、特に音楽配信を引き続き強化することで、ＣＤパッケージ

売上の減少に対応していきたいと考えております。その一環として、昨年米国の大手デジタルディストリビューター

である「ＩＯＤＡ」と楽曲の相互音源供給契約を締結いたしましたが、当第１四半期連結会計期間におきましては、

韓国の音楽配信サイトである「Ｍｎｅｔ．ｃｏｍ」への音源供給契約を締結し、海外配信への取組みを更に一歩進め

ることができました。 

 この結果、売上高につきましては、音楽流通売上の減少が大きく響き、2,942,616千円と前第１四半期連結会計期

間と比べ415,974千円減(前年同期比12.4％減)となりました。 

 利益につきましては、音楽流通売上や広告営業売上の減少にともなう利益の減少に加え、番組コンテンツ強化のた

め制作費を増加させたことなどにより、営業損益は32,273千円の損失となり、前第１四半期連結会計期間と比べ

191,471千円減となりました。経常損益につきましては、28,019千円の損失と前第１四半期連結会計期間と比べ

204,209千円減となりました。結果、当四半期純損失は、30,456千円となり、前第１四半期連結会計期間と比べ

126,539千円減となりました。 

 当第１四半期連結会計期間につきましては、厳しい音楽業界・広告業界の流れを織り込んだ当初計画にしておりま

したので、概ね予定通り推移しております。 

  

 売上区分別の概況は、次のとおりであります。 

  

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

① 役務利用放送売上 ：「スカパー！」の加入者減少により、423,900千円と前第１四半期連結会計期間と比べ

72,226千円減（前期比14.6％減）となりました。 

② 番組販売売上 ：ケーブルテレビ及びブロードバンド系プラットフォーム、「スカパー！ｅ２」経由の視

聴世帯数の伸びにともない、632,587千円と同85,478千円増（同15.6％増）となりまし

た。 

③ 広告営業売上 ：ＣＤセールスの低迷にともないレコードメーカー等からの広告出稿が減少し、139,097

千円と同40,584千円減（同22.6％減）となりました。 

④ 制作売上 ：プロモーションビデオの受託本数が減少したことにより、367,080千円と同11,715千円

減（同3.1%減）となりました。 

⑤ 音楽流通売上 ：音楽配信が順調に増加している一方で、ＣＤ・ＤＶＤパッケージの売上が減少したこと

により、1,148,842千円と同241,786千円減（同17.4%減）となりました。 

⑥ その他売上 ：アーティストＴシャツ売上が減少したことや一部のモバイル売上を音楽流通売上に区分

変更したことにより231,108千円と同135,140千円減（同36.9%減）となりました。な

お、前第１四半期連結会計期間にて、その他売上に区分しておりました一部のモバイル

売上は、62,973千円であります。 



  

(1）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、主にその他流動資産が267,609千円、建物及び構築物が27,470

千円、敷金及び保証金が26,051千円、無形リース資産が22,089千円増加し、一方で現金及び預金が587,991千円、

受取手形及び売掛金が173,286千円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ431,156千円減少し、

千円となりました。 

 負債につきましては、主に賞与引当金が148,504千円、未払法人税等が141,427千円減少したことにより、前連結

会計年度末に比べ261,558千円減少し、 千円となりました。また、純資産は利益剰余金が164,091千円、

少数株主持分が5,776千円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ169,597千円減少し、 千円とな

りました。 

  

(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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、589,342千円

の使用となり、資金の四半期末残高は、 千円となりました。これは、営業活動により364,574千円、投

資活動により82,362千円、財務活動により143,100千円使用したことによるものであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の使用は、364,574千円（前第１四半期連結会計期間は10,024千円の獲得）となりました。

これは主に、売上債権の減少により172,236千円獲得した一方で、その他の流動資産の増加により247,361千円、法

人税等の支払により168,995千円、賞与引当金の減少により148,504千円使用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） 

投資活動による資金の使用は、82,362千円（前第１四半期連結会計期間は210,300千円の獲得）となりました。

これは主に、敷金及び保証金の差入により41,061千円、無形固定資産の取得により40,128千円使用したことによ

るものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の使用は、143,100千円（前第１四半期連結会計期間は134,204千円の使用）となりまし

た。これは主に、配当金の支払により133,635千円、リース債務の返済により9,465千円使用したことによるもの

であります。 

  

  

  

業績につきましては、概ね予想通り推移しており、平成21年４月30日に発表いたしました業績予想に変更はありま

せん。    

  

該当事項はありません。 

  

  

  

① 一般債権（経営状態に重大な問題が生じていない債権者に対する債権）の貸倒見積高の算定方法について

は、貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算におい

て算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

② 第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚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。 

③ 定率法を採用している固定資産の減価償却費は、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して計算し

ております。 

④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法については、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結

２．連結財政状態に関する定性的情報

7,019,279

3,053,363

3,965,915

2,573,419

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



会計年度末以降に経営環境等、及び、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計

年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しております。 

   

  

該当事項はありません。 

  

（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



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21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,198,617 1,786,609

受取手形及び売掛金 1,512,013 1,685,300

商品及び製品 241,617 238,502

仕掛品 142,282 140,506

原材料及び貯蔵品 2,391 2,273

関係会社預け金 1,403,012 1,402,862

繰延税金資産 148,066 166,716

その他 631,754 364,145

貸倒引当金 △168,636 △171,550

流動資産合計 5,111,120 5,615,365

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 628,011 600,541

機械装置及び運搬具 82,367 82,367

工具、器具及び備品 307,019 296,472

土地 198,780 198,780

リース資産 139,256 127,168

減価償却累計額 △610,187 △583,493

有形固定資産合計 745,249 721,838

無形固定資産   

のれん 253,937 274,990

ソフトウエア 192,679 202,080

リース資産 41,699 19,609

その他 91,019 76,164

無形固定資産合計 579,335 572,844

投資その他の資産   

投資有価証券 6,571 6,115

敷金及び保証金 255,103 229,052

繰延税金資産 235,402 222,653

その他 98,829 93,047

貸倒引当金 △12,333 △10,481

投資その他の資産合計 583,573 540,387

固定資産合計 1,908,158 1,835,070

資産合計 7,019,279 7,450,435



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,315,817 1,283,726

短期借入金 100,000 100,000

未払金 224,197 206,478

未払法人税等 － 141,427

預り金 552,844 523,096

賞与引当金 38,268 186,772

役員賞与引当金 5,469 26,496

返品調整引当金 86,705 97,839

売上割戻引当金 4,545 2,914

リース債務 36,675 28,777

その他 86,224 156,111

流動負債合計 2,450,748 2,753,640

固定負債   

リース債務 133,624 112,077

退職給付引当金 334,495 320,446

役員退職慰労引当金 126,926 121,015

その他 7,567 7,742

固定負債合計 602,615 561,281

負債合計 3,053,363 3,314,922

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,789,059 1,789,059

資本剰余金 846,059 846,059

利益剰余金 1,322,551 1,486,642

株主資本合計 3,957,669 4,121,760

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 269 －

評価・換算差額等合計 269 －

少数株主持分 7,976 13,752

純資産合計 3,965,915 4,135,513

負債純資産合計 7,019,279 7,450,435



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,358,591 2,942,616

売上原価 2,538,928 2,315,128

売上総利益 819,663 627,488

返品調整引当金繰入額 7,672 －

返品調整引当金戻入額 － 11,133

差引売上総利益 811,990 638,621

販売費及び一般管理費 652,792 670,895

営業利益又は営業損失（△） 159,197 △32,273

営業外収益   

受取利息 442 318

受取配当金 5,532 109

賃貸収入 － 1,375

違約金収入 4,321 －

雑収入 － 1,794

その他 7,166 2,405

営業外収益合計 17,462 6,003

営業外費用   

支払利息 467 1,657

その他 2 91

営業外費用合計 469 1,748

経常利益又は経常損失（△） 176,190 △28,019

特別利益   

投資有価証券売却益 30,641 －

貸倒引当金戻入額 4,815 －

特別利益合計 35,457 －

特別損失   

固定資産除却損 59 －

投資有価証券売却損 3,746 －

特別損失合計 3,806 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

207,841 △28,019

法人税、住民税及び事業税 14,889 2,499

法人税等調整額 94,404 5,713

法人税等合計 109,294 8,212

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,463 △5,776

四半期純利益又は四半期純損失（△） 96,083 △30,456



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

207,841 △28,019

減価償却費 23,443 28,347

無形固定資産償却費 35,232 44,329

貸倒引当金の増減額（△は減少） 54 △1,061

のれん償却額 20,357 21,052

受取利息及び受取配当金 △5,974 △428

支払利息 467 1,657

有形固定資産除売却損益（△は益） 59 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △26,895 －

出資金償却 709 1,110

長期前払費用償却額 430 －

売上債権の増減額（△は増加） △64,818 172,236

たな卸資産の増減額（△は増加） △76,783 △5,009

その他の流動資産の増減額（△は増加） △262,144 △247,361

仕入債務の増減額（△は減少） 207,058 32,090

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,920 △148,504

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,099 △21,026

その他の流動負債の増減額（△は減少） 15,219 △62,869

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,981 14,049

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,544 5,911

その他 △154 △869

小計 49,610 △194,365

利息及び配当金の受取額 5,974 428

利息の支払額 △464 △1,641

法人税等の支払額 △45,095 △168,995

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,024 △364,574

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 △4,501 △1,500

有形固定資産の取得による支出 △9,732 △10,514

投資有価証券の売却による収入 276,618 －

無形固定資産の取得による支出 △45,704 △40,128

出資金の払込による支出 △3,543 △8,400

出資金の回収による収入 12 852

貸付けによる支出 △5,000 －

貸付金の回収による収入 2,101 2,210

敷金及び保証金の差入による支出 △140 △41,061

敷金及び保証金の回収による収入 190 16,179

投資活動によるキャッシュ・フロー 210,300 △82,362



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △133,635 △133,635

リース債務の返済による支出 △569 △9,465

財務活動によるキャッシュ・フロー △134,204 △143,100

現金及び現金同等物に係る換算差額 104 694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 86,225 △589,342

現金及び現金同等物の期首残高 2,093,457 3,162,761

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,179,682 2,573,419



 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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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