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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）

営業収入 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 16,034 8.4 1,730 △14.0 1,733 △13.6 758 △25.9

21年3月期第2四半期 14,790 ― 2,010 ― 2,006 ― 1,023 ―

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 81.55 ―

21年3月期第2四半期 132.06 ―

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 21,370 12,940 59.4 1,366.20
21年3月期 22,362 12,466 54.3 1,565.45

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  12,701百万円 21年3月期  12,133百万円

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  

21年３月期期末配当金の内訳  普通配当 10円00銭  記念配当 15円00銭 

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 ― 10.00 ― 25.00 35.00

22年3月期 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

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  
 

営業収入 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 29,200 △9.3 1,700 △48.2 1,700 △47.5 640 △58.8 68.83

G071100
新規スタンプ



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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．当社は平成21年４月１日付をもって、普通株式１株につき１．２株の割合で株式分割を行っております。 
２．平成21年５月12日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。なお、当該予想値の修正に関する事項は、平成21年10月29日付で公表いた 
  しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
３．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、当企業グループ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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注 
  意事項等につきましては、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。 

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 9,311,760株 21年3月期  7,759,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  14,867株 21年3月期  8,848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 9,298,086株 21年3月期第2四半期 7,751,088株



  

（参考） 株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正 

平成21年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、平成21年４月１日付で、その所有する株式１

株を1.2株に分割しました。その結果、発行済株式総数は分割前の7,759,800株から、分割後は9,311,760株となりました。

当該分割が前連結会計年度の開始日（平成20年４月１日）に行われたと仮定した場合の、前年第２四半期及び前連結

会計年度における１株当たり情報は以下のとおりです。 

  

（注）21年３月期第２四半期及び21年３月期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 

  

  21年３月期第２四半期 21年３月期 

１株当たり四半期（当期）純利益 110円05銭 166円95銭 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益  －円－銭  －円－銭 

１株当たり純資産 1,264円45銭  1,304円54銭 



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の一巡や新興国など海外経済の改善により、景気状況

に一部持ち直しの動きがみられますが、企業収益の減少や雇用情勢の悪化など厳しい状態が継続しております。 

このような状況におきまして当社は、平成21年７月に設立いたしました㈱アミューズエデュテインメントを新たに

連結子会社に加えました。当社創設者であります大里洋吉を社長に据え、アクティブシニア層を中心とするマーケッ

トに向けて、上質なエデュテインメント（エデュケイション＋エンターテインメント）コンテンツを提供してまいり

ます。平成21年11月１日、東京・浅草に「アミューズ ミュージアム」をオープンし、「もったいない」と「ライブ

感」をコンセプトに、当社の強みを生かした新たな切り口でミュージアム運営を展開してまいります。 

当第２四半期連結累計期間の主な事業といたしましては、福山雅治のデビュー２０周年記念ツアーをはじめ、当社

アーティストによるコンサートツアーや舞台公演などのライブエンターテインメント活動に加え、それらの会場で販

売するグッズ販売収入、ＦＣ会員収入なども含め積極的に展開し増収要因となりました。営業利益につきましては、

前年に比べ多種多様なライブ展開を行った結果利益率が低下したことや、メディアビジュアル事業が低調であったこ

とにより減益となっておりますが、全体の計画に対しては好調に推移いたしました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は、営業収入160億３千４百万円（前年同期

比8.4％増）、営業利益17億３千万円（前年同期比14.0％減）、経常利益17億３千３百万円（前年同期比13.6％

減）、四半期純利益は連結子会社の繰延税金資産取崩しの影響などにより、税金費用の負担が増加したため、７億５

千８百万円（前年同期比25.9％減）となりました。 

なお、平成21年７月に当社の通販サイト「アスマート」をご利用いただいておりますお客様の個人情報の一部流出

が判明し、お客様及び関係者の皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。当

社では今回の事態を厳粛に受け止め、今後の再発防止、お客様及び関係者の皆様の信頼回復に全社一丸となって取り

組んでおります。 

  

事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

  
〔アーティストマネージメント事業〕 

当事業につきましては、福山雅治のデビュー２０周年記念ツアーをはじめ、ポルノグラフィティ、Ｐｅｒｆｕｍ

ｅ、ｆｌｕｍｐｏｏｌなどのコンサートツアー収入、岸谷五朗・寺脇康文の企画ユニット地球ゴージャスや三宅裕司

など、当社アーティストが出演・演出を手がける舞台公演収入に加え、それらの会場で販売するグッズ販売収入、Ｆ

Ｃ会員収入なども含めライブエンターテインメント活動を積極的に展開し増収となりました。また、若手アーティス

トの積極的なＴＶ・ＣＭなどの出演が好調でありました。営業利益につきましては、前年に比べ多種多様なライブ展

開を行ったことにより利益率が低下し減益となりましたが、計画に比べ好調に推移いたしました。 

この結果、営業収入116億２千１百万円（前年同期比31.2％増）、営業利益23億４千２百万円（前年同期比10.3％

減）となりました。 

  

〔メディアビジュアル事業〕 

当事業につきましては、佐藤健出演ドラマ「メイちゃんの執事」、「ストリートファイター ザ・レジェンド・オ

ブ・チュンリー」、「ベートーベン・ウイルス」などのＤＶＤ販売などがありましたが、大型作品の発売がなかった

ことや、ビデオソフト市場の厳しさが影響し低調であり、減収減益となりました。 

この結果、営業収入33億６千８百万円（前年同期比27.6％減）、営業損失４億１千５百万円（前年同期は３億２千

４百万円の営業損失）となりました。 

  

〔コンテンツ事業〕  

当事業につきましては、サザンオールスターズ、ＢＥＧＩＮ、福山雅治、ポルノグラフィティなどによる旧譜楽曲

の販売及び旧譜楽曲の二次使用による印税収入でありますが、前年初めて実施いたしました、サザンオールスターズ

旧譜楽曲の着うたフル（Ｒ）配信などの効果が減少したことにより、減収減益となりました。 

この結果、営業収入10億４千４百万円（前年同期比18.6％減）、営業利益１億８千３百万円（前年同期比34.9％

減）となりました。 

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



当第２四半期連結会計期間末の総資産は213億７千万円となり、前連結会計年度末に比べ９億９千１百万円減少い

たしました。主な要因としましては、「有形固定資産」の取得による増加要因等はありましたが、法人税等の支払及

び営業未払金の支払による流動資産「現金及び預金」の減少要因等により全体としましては減少しております。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は84億２千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億円６千６百万円減少

いたしました。主な要因としましては、流動負債「営業未払金」の支払による減少、流動負債「未払法人税等」の支

払による減少等によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は129億４千万円となり、前連結会計年度末に比べ４億７千４百万円増加い

たしました。主な要因としましては、当四半期純利益の計上に伴う「利益剰余金」の増加要因等によるものでありま

す。この結果、自己資本比率は59.4％となりました。 

  
（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会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28億３千２百万円と

なり、前連結会計年度末と比較して13億１千２百万円の減少となりました。 

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下記のとおりであります。 

  

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動の結果使用した資金は12億２千９百万円（前年同期は24億１千３百万円の獲得）となりました。 

これは、主に営業債務の減少に伴う資金減少及び法人税等の支払による資金減少等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＞ 

投資活動の結果使用した資金は５億６千９百万円（前年同期は３億３千３百万円の獲得）となりました。 

これは、主に子会社株式の取得による支出及び有形固定資産の取得による支出に伴う資金減少等によるものであり

ます。 

  

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動の結果獲得したは資金は４億８千４百万円（前年同期は３億３千４百万円の使用）となりました。 

これは、主に配当金の支払に伴う資金減少要因等がありましたが、短期借入金による資金増加要因等が上回ったこ

とによるものであります。 

  

  

  

平成21年５月12日に公表しました通期業績予想を修正しております。詳しくは平成21年10月29日公表の「業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、業績予想につきましては、当企業グループが本資料発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいたものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性

があります。 

  

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。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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



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 2,854,432 4,165,960

受取手形及び営業未収入金 6,150,524 5,999,397

商品及び製品 3,443,656 3,459,552

仕掛品 2,180,055 2,184,416

貯蔵品 15,744 12,318

その他 1,207,275 1,484,898

貸倒引当金 △132,158 △119,594

流動資産合計 15,719,529 17,186,949

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,207,037 875,762

土地 1,785,068 1,783,793

その他（純額） 209,041 66,764

有形固定資産合計 3,201,147 2,726,319

無形固定資産 263,540 283,991

投資その他の資産   

投資有価証券 591,780 606,831

その他 1,613,650 1,579,884

貸倒引当金 △18,678 △21,899

投資その他の資産合計 2,186,752 2,164,816

固定資産合計 5,651,440 5,175,126

資産合計 21,370,970 22,362,076



（単位：千円）

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   

営業未払金 5,206,370 6,350,292

短期借入金 1,000,000 300,000

未払法人税等 848,453 1,463,798

役員賞与引当金 － 22,500

返品調整引当金 11,442 69,457

その他 542,397 940,353

流動負債合計 7,608,663 9,146,401

固定負債   

退職給付引当金 648,798 619,787

役員退職慰労引当金 42,692 46,665

その他 129,845 83,199

固定負債合計 821,336 749,652

負債合計 8,429,999 9,896,053

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,587,825 1,587,825

資本剰余金 1,694,890 1,694,890

利益剰余金 9,507,976 8,943,475

自己株式 △22,128 △17,974

株主資本合計 12,768,562 12,208,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54,263 63,143

為替換算調整勘定 △121,444 △137,650

評価・換算差額等合計 △67,180 △74,507

少数株主持分 239,588 332,314

純資産合計 12,940,970 12,466,022

負債純資産合計 21,370,970 22,362,076



（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）

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) 

営業収入 14,790,705 16,034,121

営業原価 10,787,081 12,656,838

営業総利益 4,003,624 3,377,282

返品調整引当金戻入額 13,392 58,015

差引営業総利益 4,017,016 3,435,297

販売費及び一般管理費 2,006,078 1,705,137

営業利益 2,010,937 1,730,160

営業外収益   

受取利息 8,726 5,676

受取配当金 2,110 1,651

負ののれん償却額 － 20,053

その他 11,743 11,173

営業外収益合計 22,580 38,554

営業外費用   

支払利息 16,984 2,441

開業費償却 － 21,917

その他 9,584 10,707

営業外費用合計 26,569 35,066

経常利益 2,006,948 1,733,647

特別利益   

投資有価証券売却益 564,075 －

その他 135,591 －

特別利益合計 699,666 －

特別損失   

固定資産除却損 － 9,496

投資有価証券評価損 61,893 －

たな卸資産評価損 278,690 －

ビデオカセット販売事業撤退損 152,052 －

その他 265,535 －

特別損失合計 758,172 9,496

税金等調整前四半期純利益 1,948,442 1,724,151

法人税、住民税及び事業税 950,010 833,945

法人税等調整額 2,540 121,033

法人税等合計 952,551 954,978

少数株主利益又は少数株主損失（△） △27,752 10,898

四半期純利益 1,023,643 758,274



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収入 9,865,780 9,646,985

営業原価 6,861,759 7,604,960

営業総利益 3,004,021 2,042,025

返品調整引当金繰入額 2,548 －

返品調整引当金戻入額 － 5,783

差引営業総利益 3,001,473 2,047,808

販売費及び一般管理費 948,717 893,221

営業利益 2,052,755 1,154,586

営業外収益   

受取利息 5,089 2,648

受取配当金 513 －

その他 7,167 4,186

営業外収益合計 12,769 6,834

営業外費用   

支払利息 8,831 2,082

開業費償却 － 21,917

その他 5,233 8,365

営業外費用合計 14,064 32,365

経常利益 2,051,460 1,129,055

特別利益   

投資有価証券売却益 564,075 －

その他 135,591 －

特別利益合計 699,666 －

特別損失   

固定資産除却損 － 9,496

投資有価証券評価損 61,893 －

ビデオカセット販売事業撤退損 152,052 －

その他 265,535 －

特別損失合計 479,481 9,496

税金等調整前四半期純利益 2,271,645 1,119,559

法人税、住民税及び事業税 927,126 637,963

法人税等調整額 61,396 △80,391

法人税等合計 988,522 557,572

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8,359 13,271

四半期純利益 1,291,482 548,716



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

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 1,948,442 1,724,151

減価償却費 66,802 77,476

負ののれん償却額 － △20,053

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,148 9,344

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △22,500

返品調整引当金の増減額（△は減少） △13,392 △58,015

退職給付引当金の増減額（△は減少） △51,976 29,010

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △318,634 △3,973

受取利息及び受取配当金 △10,836 △7,327

支払利息 16,984 2,441

投資有価証券売却損益（△は益） △564,075 －

投資有価証券評価損益（△は益） 61,893 －

営業債権の増減額（△は増加） △989,370 △151,105

たな卸資産の増減額（△は増加） 584,648 16,831

固定資産除却損 － 9,496

営業債務の増減額（△は減少） 1,872,860 △1,143,921

未払消費税等の増減額（△は減少） － △184,480

その他の流動資産の増減額（△は増加） 103,621 75,516

その他の流動負債の増減額（△は減少） △15,949 △205,457

その他 △86,039 60,508

小計 2,620,127 207,943

利息及び配当金の受取額 11,158 5,225

利息の支払額 △15,433 △2,441

法人税等の支払額 △202,132 △1,440,221

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,413,720 △1,229,494



（単位：千円）

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) 

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 △50,012 △488,774

有形固定資産の売却による収入 43,459 －

無形固定資産の取得による支出 △113,861 △16,507

無形固定資産の売却による収入 － 39,434

投資有価証券の取得による支出 △2,000 －

投資有価証券の売却による収入 775,900 －

子会社株式の取得による支出 △195,000 △72,000

子会社株式の売却による収入 143,344 －

貸付けによる支出 △525,893 △10,200

貸付金の回収による収入 195,876 13,756

その他 61,327 △35,230

投資活動によるキャッシュ・フロー 333,140 △569,521

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） △400,000 700,000

自己株式の取得による支出 △126 △4,153

配当金の支払額 △76,518 △189,090

少数株主への配当金の支払額 △1,044 △11,570

少数株主からの払込みによる収入 153,000 －

その他 △10,214 △11,110

財務活動によるキャッシュ・フロー △334,903 484,074

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,935 2,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,409,021 △1,312,686

現金及び現金同等物の期首残高 1,739,545 4,144,782

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）

183,755 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,332,322 2,832,096



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

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） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

アーティス 
トマネージ 
メント事業 
（千円） 

メディアビ
ジュアル事
業（千円） 

コンテンツ
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

営業収入             

(1）外部顧客に対する営

業収入 
 7,049,637  2,030,837  785,305  9,865,780  －  9,865,780

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高 
 6,429  1,754  8,506  16,691 (16,691)  －

計  7,056,067  2,032,592  793,812  9,882,471 (16,691)  9,865,780

営業利益（△損失）  2,578,620  △385,193  180,540  2,373,967 (321,212)  2,052,755

  

アーティス 
トマネージ 
メント事業 
（千円） 

メディアビ
ジュアル事
業（千円） 

コンテンツ
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

営業収入             

(1）外部顧客に対する営

業収入 
 7,219,681  1,891,243  536,061  9,646,985  －  9,646,985

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高 
 5,900  24,912  43,166  73,978 (73,978)  －

計  7,225,581  1,916,155  579,227  9,720,964 (73,978)  9,646,985

営業利益（△損失）  1,468,937  △247,062  132,731  1,354,607 (200,020)  1,154,586

  

アーティス 
トマネージ 
メント事業 
（千円） 

メディアビ
ジュアル事
業（千円） 

コンテンツ
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

営業収入             

(1）外部顧客に対する営

業収入 
 8,856,231  4,651,509  1,282,963  14,790,705  －  14,790,705

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高 
 12,069  3,175  11,022  26,267 (26,267)  －

計  8,868,301  4,654,685  1,293,986  14,816,972 (26,267)  14,790,705

営業利益（△損失）  2,612,057  △324,066  282,274  2,570,265 (559,328)  2,010,937

  

アーティス 
トマネージ 
メント事業 
（千円） 

メディアビ
ジュアル事
業（千円） 

コンテンツ
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

営業収入             

(1）外部顧客に対する営

業収入 
 11,621,020  3,368,325  1,044,774  16,034,121  －  16,034,121

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高 
 21,661  31,860  60,247  113,769 (113,769)  －

計  11,642,682  3,400,185  1,105,022  16,147,890 (113,769)  16,034,121

営業利益（△損失）  2,342,774  △415,770  183,655  2,110,660 (380,499)  1,730,160



(注） 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2. 各事業の主な内容 

(1）アーティストマネージメント事業 

アーティスト活動によるコンサート、舞台等の収入、舞台及びイベントの企画・制作による収入、テレ

ビ・ラジオ・コマーシャル出演収入、ファンクラブ会員収入及び各種キャラクター商品販売収入、レコー

ド販売収入及び原盤の制作と著作権管理等による新譜の印税収入、ミュージアム・文化施設等の運営収入 

(2）メディアビジュアル事業 

テレビ等の番組制作収入、映画製作及び制作配給収入、映像作品の制作、音楽ＣＤ・ＤＶＤ等の仕入・製

造・販売 

(3）コンテンツ事業 

旧譜のレコード原盤権と著作権管理等による印税収入、映画・映像作品等の活用による収入（初回収益計

上日より２年超経過分） 

3．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間  

    （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」２．（1）に記載のとおり、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）を適用し

ております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間において「メデ

ィアビジュアル事業」で209,877千円営業費用が増加し、営業損失が同額増加しております。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



(1）連結範囲の変更 

当第２四半期連結会計期間において、以下の会社を新たに連結の範囲に含めております。 

これにより、当第２四半期連結会計期間より連結子会社の数は７社となっております。 

  

新連結子会社 

 （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．平成21年７月１日付新規設立により、連結子会社になったものであります。 

３．上記会社は有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。 

   

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった当社浅草事業所の改修工

事が平成21年９月に完了しました。この改修は、総合エンターテインメント事業施設の改修であり、生産能力の増

加等に影響はありません。 

また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。  

  

６．その他の情報

名称 住所 
資本金又は
出資金 
（千円） 

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％） 

関係内容

㈱アミューズエデュテインメント 東京都台東区 90,000 
アーティストマネ

ージメント事業 
100.0 

役員の兼任１名 

設備の賃貸借  
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