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1. 平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 8,351 △7.1 △132 ― △149 ― 356 ―

21年3月期第2四半期 8,993 ― △558 ― △525 ― △149 ―

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2四半期 1.32 1.32
21年3月期第2四半期 △0.55 ―

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2四半期 7,889 1,224 14.4 △31.37

21年3月期 9,348 899 8.8 △33.25

（参考） 自己資本 22年3月期第2四半期 1,139百万円 21年3月期 822百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期
（予想）

― 0.00 0.00

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 17,500 △5.1 250 ― 200 ― 700 ― 2.59
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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 無

(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）

(4) 発行済株式数（普通株式）

（注）１株当たり四半期純利益の算定上の期中平均株式数（四半期連結累計期間）は、９ページ〔定性的情報・財務諸表等〕５．四半期連結財務諸表
（５）その他 をご覧ください。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想ご利用にあたっての注意事項等については、５ページ〔定性的情報・財務諸表
等〕３．連結業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。

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2四半期 168,562,177株 21年3月期 168,562,177株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 218,162株 21年3月期 212,048株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 168,346,595株 21年3月期第2四半期 168,369,987株
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当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、83億５千１百万円（前年同四半期7.1％減）となりまし

た。これは主に、自社制作作品の売上が前年同四半期に比べ増加いたしましたが、製造販売受託事業、ク

リエイティヴ・コア株式会社および海外音楽制作子会社の売上が減少したことによるものです。自社制作

作品につきましては、アニメ・教育作品およびJ-POP作品の売上が増加しております。

損益につきましては、営業損失は１億３千２百万円（前年同四半期は５億５千８百万円の営業損失）と

なり、期首計画より改善しております。これは主に、アニメ・教育作品、J-POP作品を始めとする自社制

作作品が期首計画を上回る売上、利益を計上することができたことに加え、報酬・給与の削減および退職

給付費用の減少によるものです。また、経常損失は１億４千９百万円（前年同四半期は５億２千５百万円

の経常損失）となりました。特別損益といたしましては、クリエイティヴ・コア株式会社に対するのれん

および同社の保有する映像・音響機器などの減損損失６億４千２百万円を計上いたしましたが、退職給付

債務の減少に伴う特別利益として９億７千１百万円および本社移転に係る特別利益として２億８千５百万

円を計上いたしました。また、クリエイティヴ・コア株式会社の繰延税金資産９千５百万円を取崩すこと

から、四半期純利益につきましては３億５千６百万円（前年同四半期は１億４千９百万円の四半期純損

失）となりました。クリエイティヴ・コア株式会社の繰延税金資産については、本年９月30日に修正いた

しました連結業績予想では第３四半期連結会計期間に取崩す見込みでしたが、回収可能性を再度検討した

結果、これを第２四半期連結会計期間に取崩すことになりました。従って、通期の業績予想に変更はあり

ません。

自社制作作品といたしましては、オリコン初登場第２位を獲得した「氷川きよし」のアルバム“演歌名

曲コレクション10～浪曲一代～”、２作品連続となるオリコン初登場第１位を獲得したシングル“ときめ

きのルンバ”をはじめ、「大川栄策」のシングル“浪花ことぶき”、「木村カエラ」のアルバム“HOCUS

POCUS”、シングル“BANZAI”、現在160万ＤＬを超えているＣＭタイアップ曲“Butterfly”、「松山千

春」のアルバム“偶然と必然”、“THE IDOLM@STER”シリーズ、“侍戦隊シンケンジャー”シリーズ、Ｄ

ＶＤ“いないいないばあっ！おそとであそぼ～はる・なつ・あき・ふゆ～”、人気キャラクター「まめゴ

マ」をゲーム化したニンテンドーＤＳソフト「クプ～!!まめゴマ!」（クリエイティヴ・コア株式会社）

などが好調な売れ行きとなり、売上に貢献いたしました。

当社は、当期の黒字化を確実なものにするため、収益性・業務効率の向上、不採算事業の見直し、人員

の合理化を内容とするグループ全体での構造改革を実施しております。既に、組織再編、人員の合理化、

退職給付費用の低減およびグループ会社を含めた不採算事業の整理・縮小を行いました。この結果、本年

９月30日に業績予想の修正を行い、通期の営業利益、経常利益、当期純利益とも上方修正を行っておりま

す。

当社は、平成21年10月１日から100周年目の節目の年となります。長年にわたる皆様のご愛顧に心から

感謝いたしますとともに、次の100年に向け、なお一層社業に邁進してまいります。

【売上高の貢献主要作品】

＜音楽ソフト＞

“ときめきのルンバ”、“氷川きよし演歌名曲コレクション10 ～浪曲一代～”

「氷川きよし」

“浪花ことぶき” 「大川栄策」

“露地しぐれ” 「大石まどか」

“HOCUS POCUS”、“BANZAI” 「木村カエラ」

“偶然と必然” 「松山千春」

・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
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“ノウニウノウン” 「たむらぱん」

“みんなアニメが好きだった”

“2009 ポップ・ヒット・マーチ ～キセキ～”

“THE IDOLM@STER”シリーズ

“侍戦隊シンケンジャー”シリーズ

＜映像ソフト＞

“いないいないばあっ！ おひさまとダンス”

“いないいないばあっ！ おそとであそぼ～はる・なつ・あき・ふゆ～”

「ワンワン、ことちゃん、うーたん」

“THE IDOLM@STER 4th ANNIVERSARY PARTY SPECIAL DREAM TOUR’S!!”

“謎の新ユニットSTA☆MENアワー陸！海！空！ぼくらのなつやすみ ～心の旅～”

「STA☆MEN」

＜通販事業＞

国民的作曲家 古関裕而全集 「古関裕而」

美空ひばりベストヒット全集 「美空ひばり」

青春歌年鑑 戦前・戦後編

＜着信うた＞

“Butterfly”、“ホットペッパーの唄”、“BANZAI” 「木村カエラ」

“オオカミ少年ケンのテーマ（ロッテ「Fit’s」CMソング）”、

“ちょうどいいとこにいたい” 「たむらぱん」

“侍戦隊シンケンジャー” 「侍戦隊シンケンジャー」

＜ゲームソフト＞

ニンテンドーＤＳソフト“クプ～!!まめゴマ！”

ニンテンドーＤＳソフト“金田一少年の事件簿 悪魔の殺人航海”

＜クリエイティヴ・コア＞

＜製造販売受託＞

株式会社よしもとアール・アンド・シー様

“You Are My Love” 「YU-A」

“ドロップ”

“アメトーーク”シリーズ 「雨上がり決死隊 他」

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して14億５千８百万円減少し

78億８千９百万円となりました。

主な増減としては、資産の部では、受取手形及び売掛金が期末売上債権の回収により４億９千４百万

円、のれんが４億２千４百万円減少しております。負債の部では、短期借入金が５億円、未払金が３億３

千万円、退職給付引当金が９億８千７百万円減少しました。また、純資産は、四半期純利益の計上により

12億２千４百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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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）につきましては、本年９月30

日に開示した業績予想から変更はありません。

該当ありません。

該当ありません。

該当ありません。

当社グループは、前々連結会計年度737百万円、前連結会計年度922百万円と２期連続営業損失を計上

しております。また、当第２四半期連結累計期間も、営業損失は132百万円となっております。当該状

況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況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、以下の施策を前期より実施しております。

① 得意分野、成長分野への経営資源の集中

② 営業部門などの組織を簡素化し、経営効率を高めるための機構改革の実施

③ J-POP部門の再生のためのアーティストラインアップ、組織体制の見直し

④ 関係会社の不採算事業の整理、縮小

⑤ 人員規模の適正化および役員、社員の報酬、給与カット

⑥ 金融機関からの借入の継続

既に、営業部門、J-POP部門などの組織再編、人員の合理化、退職給付費用の低減およびグループ会

社を含めた不採算事業の整理・縮小を行いました。この結果、本年９月30日に業績予想の修正を行い、

通期の営業利益、経常利益、当期純利益とも上方修正を行っております。また、金融機関との間での短

期借入も継続しております。

しかしながら、当第２四半期連結累計期間も営業損失を計上していることから、現時点では継続企業

の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、当社グループは上記の対応策を実施中であることから、四半期連結財務諸表は継続企業を前提

として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映して

おりません。

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等

コロムビアミュージックエンタテインメント㈱(6791)平成22年３月期 第２四半期決算短信
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,072 2,108

受取手形及び売掛金 2,453 2,948

製品 458 524

仕掛品 505 505

原材料及び貯蔵品 121 111

繰延税金資産 1 29

前渡金 231 199

前払費用 234 307

その他 123 247

貸倒引当金 △27 △61

流動資産合計 6,176 6,920

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 390 366

機械装置及び運搬具（純額） 48 51

工具、器具及び備品（純額） 124 75

土地 0 0

リース資産（純額） 28 106

有形固定資産合計 593 600

無形固定資産

のれん － 424

その他 586 687

無形固定資産合計 586 1,112

投資その他の資産

投資有価証券 76 74

長期貸付金 49 128

長期前払費用 16 36

繰延税金資産 1 71

長期未収入金 326 304

その他 570 590

貸倒引当金 △509 △492

投資その他の資産合計 533 714

固定資産合計 1,712 2,427

資産合計 7,889 9,348

コロムビアミュージックエンタテインメント㈱(6791)平成22年３月期 第２四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 970 1,134

短期借入金 500 1,000

リース債務 34 30

未払金 668 998

未払費用 1,956 1,933

未払法人税等 31 40

返品調整引当金 209 358

その他 668 619

流動負債合計 5,038 6,114

固定負債

長期未払金 39 41

リース債務 89 89

繰延税金負債 1 0

退職給付引当金 1,214 2,202

その他 280 －

固定負債合計 1,625 2,333

負債合計 6,664 8,448

純資産の部

株主資本

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 2,187 2,187

利益剰余金 △1,802 △2,159

自己株式 △23 △23

株主資本合計 1,361 1,004

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1 0

為替換算調整勘定 △223 △183

評価・換算差額等合計 △221 △182

新株予約権 85 77

純資産合計 1,224 899

負債純資産合計 7,889 9,348

コロムビアミュージックエンタテインメント㈱(6791)平成22年３月期 第２四半期決算短信
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

売上高 8,993 8,351

売上原価 5,655 5,029

売上総利益 3,338 3,322

販売費及び一般管理費

販売費 1,590 1,389

一般管理費 2,306 2,064

販売費及び一般管理費合計 3,896 3,454

営業損失（△） △558 △132

営業外収益

受取利息 11 5

受取配当金 0 0

受取手数料 8 －

その他 18 8

営業外収益合計 38 14

営業外費用

支払利息 3 15

構造改革関連費用 － 13

その他 1 3

営業外費用合計 5 31

経常損失（△） △525 △149

特別利益

過年度損益修正益 384 －

退職給付引当金戻入額 － 971

本社移転関連利益 － 285

ライセンス契約整理損戻入益 － 31

貸倒引当金戻入額 2 17

その他 20 1

特別利益合計 406 1,306

特別損失

減損損失 － 642

固定資産除却損 0 18

投資有価証券評価損 6 －

和解金 5 －

その他 － 21

特別損失合計 12 682

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（△）

△131 474

法人税、住民税及び事業税 24 19

法人税等調整額 △7 97

法人税等合計 17 117

四半期純利益又は四半期純損失（△） △149 356
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当社グループは、前々連結会計年度737百万円、前連結会計年度922百万円と２期連続営業損失を計上

しております。また、当第２四半期連結累計期間も、営業損失は132百万円となっております。当該状

況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況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、以下の施策を前期より実施しております。

① 得意分野、成長分野への経営資源の集中

② 営業部門などの組織を簡素化し、経営効率を高めるための機構改革の実施

③ J-POP部門の再生のためのアーティストラインアップ、組織体制の見直し

④ 関係会社の不採算事業の整理、縮小

⑤ 人員規模の適正化および役員、社員の報酬、給与カット

⑥ 金融機関からの借入の継続

既に、営業部門、J-POP部門などの組織再編、人員の合理化、退職給付費用の低減およびグループ会

社を含めた不採算事業の整理・縮小を行いました。この結果、本年９月30日に業績予想の修正を行い、

通期の営業利益、経常利益、当期純利益とも上方修正を行っております。また、金融機関との間での短

期借入も継続しております。

しかしながら、当第２四半期連結累計期間も営業損失を計上していることから、現時点では継続企業

の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、当社グループは上記の対応策を実施中であることから、四半期連結財務諸表は継続企業を前提

として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映して

おりません。

該当事項はありません。

１株当たり四半期純利益算定上の普通株式期中平均株式数は、以下のとおりであります。

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(5) その他

項目 22年３月期第２四半期 21年３月期第２四半期

普通株式期中平均株式数

普通株式 168,346,595 168,369,987

Ａ種優先株式(普通株式転換後) 101,695,253 101,695,253

合 計 270,041,848 270,065,240
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