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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 22,333 3.6 2,129 △18.6 2,116 △19.1 899 △24.0

21年3月期第3四半期 21,552 ― 2,614 ― 2,617 ― 1,184 ―

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3四半期 96.78 ―

21年3月期第3四半期 152.76 ―

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3四半期 18,485 12,948 68.8 1,367.24
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3四半期  12,710百万円 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
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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） 

※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10月29日に公表いたしました連結業績予想は修正しておりません。 
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3四半期 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3四半期  15,287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3四半期 9,297,582株 21年3月期第3四半期 7,751,067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３四半期及び前連結

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３四半期及び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３四半期 21年３月期 

１株当たり四半期（当期）純利益 127円30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 1,272円53銭  1,304円54銭 



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした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、デフレや円高など企業収益の圧迫要因や高水準で推移する失業率など依然として厳し

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、次世代の事業強化やグループ経営の一体化を進めるべく、新会社の設立を行

い、平成21年７月に㈱アミューズエデュテインメントを設立いたしました。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新市場

を創出することを目的としております。また、平成21年12月１日に㈱芸神クリエイティブを設立いたしました。新た

な収益の柱として、アーティストグッズやバンドル商品等の企画制作「ものづくり」事業を展開いたします。海外で

の生産拠点を確保し調達も視野に入れることで、外部からの最良調達とグループ内でのバランスを取り、様々な商品

の企画制作における最適化を図ってまいります。今後も事業強化とグループ経営の一体化をさらに推し進めるべく、

組織再編へ向けた施策を検討してまいります。 

当第３四半期連結累計期間の主な事業といたしましては、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、計画に対しては

好調に推移しております。 

これらの結果、当第３四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223億３千３百万円（前年同期

比3.6％増）、営業利益21億２千９百万円（前年同期比18.6％減）、経常利益21億１千６百万円（前年同期比19.1％

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、８億９

千９百万円（前年同期比24.0％減）となりました。 

  

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。営業利益に関しては、前年に比べ多種多様なライブ展開を

行ったことによる利益率の低下や印税収入の減少により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157億３千３百万円（前年同期比20.9％増）、営業利益28億６千６百万円（前年同期比16.2％

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、邦画「ＲＯＯＫＩＥＳ‐卒業‐」の興行収入、佐藤健出演ドラマ「メイちゃんの執事」、

所属若手俳優によるイベント「ＴＨＥ ＧＡＭＥ～Ｂｏｙ‘ｓＦｉｌｍＳｈｏｗ～」、「フィッシュストーリー」、

「ＭＷ‐ムウ‐」など多様なＤＶＤ販売などがあり前年に比べ増益となりましたが、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営業損失となっております。 

この結果、営業収入50億７千３百万円（前年同期比23.5％減）、営業損失５億３千１百万円（前年同期は５億８千

５百万円の営業損失）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15億２千６百万円（前年同期比20.0％減）、営業利益３億４千６百万円（前年同期比43.2％

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３四半期連結会計期間末の総資産は184億８千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億７千７百万円減

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、流動資産「受

取手形及び営業未収入金」の減少要因、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３四半期連結会計期間末の負債は55億３千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ43億円５千９百万円減少

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」の減少、流動負債「短期借入金」の減少、流動負債

「未払法人税等」の減少要因等であります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は129億４千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億８千１百万円増

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68.8％となりました。 

  
（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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35億３千５百万円と

なり、前連結会計年度末と比較して６億９百万円の減少となりました。 

当第３四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＞ 

営業活動の結果獲得した資金は５億９千９百万円（前年同期は13億１千２百万円の獲得）となりました。 

これは、主に営業債務の減少、法人税等の支払による資金減少要因などがありましたが、営業債権の減少及び税金

等調整前四半期純利益による資金増加要因などが上回っ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＞ 

投資活動の結果使用した資金は５億９千１百万円（前年同期は６億７百万円の獲得）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などによるものであ

ります。 

  

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動の結果使用したは資金は６億１千６百万円（前年同期は11億２千１百万円の使用）となりました。 

これは、主に配当金の支払、短期借入金の返済による資金減少要因などによるものであります。 

  

  

第３四半期の業績は予定通り推移しており、平成21年10月29日に公表しました業績予想の見直しはおこなっており

ません。 

  

※上記の予想は、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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,556,518 4,165,960

受取手形及び営業未収入金 3,048,798 5,999,397

商品及び製品 3,310,224 3,459,552

仕掛品 1,974,034 2,184,416

貯蔵品 21,122 12,318

その他 871,283 1,484,898

貸倒引当金 △101,279 △119,594

流動資産合計 12,680,702 17,186,949

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,279,923 875,762

土地 1,783,583 1,783,793

その他（純額） 123,608 66,764

有形固定資産合計 3,187,115 2,726,319

無形固定資産 270,486 283,991

投資その他の資産   

投資有価証券 559,590 606,831

その他 1,816,052 1,579,884

貸倒引当金 △28,921 △21,899

投資その他の資産合計 2,346,721 2,164,816

固定資産合計 5,804,322 5,175,126

資産合計 18,485,025 22,362,076



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,750,042 6,350,292

短期借入金 － 300,000

未払法人税等 378,241 1,463,798

役員賞与引当金 － 22,500

返品調整引当金 19,599 69,457

その他 568,598 940,353

流動負債合計 4,716,481 9,146,401

固定負債   

退職給付引当金 664,557 619,787

役員退職慰労引当金 22,138 46,665

その他 133,840 83,199

固定負債合計 820,537 749,652

負債合計 5,537,018 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 9,556,531 8,943,475

自己株式 △22,547 △17,974

株主資本合計 12,816,698 12,208,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,271 63,143

為替換算調整勘定 △141,487 △137,650

評価・換算差額等合計 △106,215 △74,507

少数株主持分 237,524 332,314

純資産合計 12,948,006 12,466,022

負債純資産合計 18,485,025 22,362,076



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収入 21,552,104 22,333,158

営業原価 15,837,510 17,492,213

営業総利益 5,714,594 4,840,945

返品調整引当金戻入額 14,349 49,858

差引営業総利益 5,728,943 4,890,803

販売費及び一般管理費 3,114,357 2,761,639

営業利益 2,614,585 2,129,163

営業外収益   

受取利息 13,448 7,443

受取配当金 3,049 2,900

負ののれん償却額 － 20,053

消費税等調整額 8,090 －

その他 13,151 17,399

営業外収益合計 37,740 47,795

営業外費用   

支払利息 19,505 4,466

開業費償却 － 39,232

支払手数料 10,371 9,701

その他 5,390 7,054

営業外費用合計 35,268 60,453

経常利益 2,617,058 2,116,505

特別利益   

投資有価証券売却益 601,275 －

貸倒引当金戻入額 － 8,141

その他 163,077 －

特別利益合計 764,353 8,141

特別損失   

固定資産除却損 － 9,699

投資有価証券評価損 65,580 －

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 266,038 －

特別損失合計 762,362 9,699

税金等調整前四半期純利益 2,619,048 2,114,947

法人税、住民税及び事業税 1,379,289 1,134,893

法人税等調整額 85,153 71,421

法人税等合計 1,464,443 1,206,315

少数株主利益又は少数株主損失（△） △29,479 8,833

四半期純利益 1,184,085 899,798



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収入 6,761,398 6,299,037

営業原価 5,050,428 4,835,374

営業総利益 1,710,970 1,463,663

返品調整引当金繰入額 － 8,157

返品調整引当金戻入額 957 －

差引営業総利益 1,711,927 1,455,506

販売費及び一般管理費 1,109,710 1,068,997

営業利益 602,216 386,509

営業外収益   

受取利息 4,722 1,766

受取配当金 938 1,249

その他 9,498 6,242

営業外収益合計 15,159 9,257

営業外費用   

支払利息 2,520 2,024

開業費償却 － 17,314

支払手数料 6,133 5,175

その他 44 887

営業外費用合計 8,698 25,402

経常利益 608,677 370,363

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,432 20,636

投資有価証券売却益 37,200 －

その他 27,486 －

特別利益合計 66,119 20,636

特別損失   

固定資産除却損 － 203

投資有価証券評価損 3,687 －

その他 503 －

特別損失合計 4,190 203

税金等調整前四半期純利益 670,606 390,796

法人税、住民税及び事業税 429,278 300,948

法人税等調整額 82,613 △49,611

法人税等合計 511,892 251,336

少数株主損失（△） △1,727 △2,064

四半期純利益 160,441 141,523



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 2,619,048 2,114,947

減価償却費 105,751 125,756

負ののれん償却額 － △20,053

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,716 △11,291

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） △14,349 △49,858

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36,911 44,770

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △315,569 △24,526

受取利息及び受取配当金 △16,498 △10,343

支払利息 19,505 4,466

投資有価証券売却損益（△は益） △601,275 －

投資有価証券評価損益（△は益） 65,580 －

固定資産除却損 － 9,699

営業債権の増減額（△は増加） △861,226 2,950,494

たな卸資産の増減額（△は増加） 704,641 350,905

営業債務の増減額（△は減少） 220,266 △2,600,249

未払消費税等の増減額（△は減少） － △209,136

その他の流動資産の増減額（△は増加） △331,569 297,510

その他の流動負債の増減額（△は減少） 241,769 △220,758

その他 △111,344 75,656

小計 1,701,536 2,805,489

利息及び配当金の受取額 17,061 7,436

利息の支払額 △17,954 △4,466

法人税等の支払額 △388,514 △2,208,554

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,312,129 599,906



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 △96,166 △476,632

有形固定資産の売却による収入 43,896 －

無形固定資産の取得による支出 △104,585 △51,886

無形固定資産の売却による収入 114,117 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 820,900 －

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 △531,676 △10,200

貸付金の回収による収入 213,885 18,521

その他 200,655 △38,845

投資活動によるキャッシュ・フロー 607,369 △591,608

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） △1,100,000 △300,000

自己株式の取得による支出 △146 △4,573

配当金の支払額 △154,457 △283,209

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 △19,315 △17,364

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,121,963 △616,717

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,115 △1,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 790,419 △609,434

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 2,713,720 3,535,347



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 
 4,160,137  1,976,006  625,254  6,761,398  －  6,761,398

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高 
 3,724  60,118  4,796  68,640 (68,640)  －

計  4,163,862  2,036,124  630,051  6,830,039 (68,640)  6,761,398

営業利益（△損失）  809,599  △261,512  327,529  875,616 (273,400)  602,216

  

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 
 4,112,638  1,705,028  481,370  6,299,037  －  6,299,037

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高 
 24,044  61,043  42,414  127,502 (127,502)  －

計  4,136,682  1,766,071  523,785  6,426,540 (127,502)  6,299,037

営業利益（△損失）  524,183  △116,035  162,760  570,908 (184,399)  386,509

  

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 
 13,016,369  6,627,516  1,908,218  21,552,104  －  21,552,104

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高 
 15,793  63,294  15,819  94,907 (94,907)  －

計  13,032,163  6,690,810  1,924,038  21,647,012 (94,907)  21,552,104

営業利益（△損失）  3,421,656  △585,578  609,804  3,445,882 (831,296)  2,614,585

  

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 
 15,733,659  5,073,353  1,526,145  22,333,158  －  22,333,158

(2）セグメント間の内部

営業収入又は振替高 
 45,705  92,903  102,662  241,272 (241,272)  －

計  15,779,365  5,166,257  1,628,808  22,574,431 (241,272)  22,333,158

営業利益（△損失）  2,866,958  △531,806  346,416  2,681,568 (552,404)  2,129,163



(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、アーティストグッズ・バンドル商品等の企

画・制作・販売等の収入、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３四半期連結累計期間  

（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３四半期連結累計期間において「メディアビ

ジュアル事業」で326,535千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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日

至 平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日

至 平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四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３四半期連結会計期間より連結子会社の数は８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12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又は有価証券報告書を提出しておりません。 

  

（2）合併契約の締結 

当社は、平成21年12月１日開催の取締役会において、当社の全額出資の連結子会社でありますアミューズソフト

エンタテインメント㈱を、平成22年４月１日を合併期日として吸収合併することを決議し、同日付で合併契約を締

結いたしました。 

合併の概要は、次のとおりであります。 

  

(1）合併の目的 

アミューズソフトエンタテインメント㈱は、映像作品の制作、製造、販売を行っておりますが、事業の再構成と

グループ経営の効率化を図るため吸収合併することといたしました。 

(2）合併の方法 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、アミューズソフトエンタテインメント㈱は解散いたします。 

(3）合併期日 

平成22年４月１日 

(4）合併に係る割当ての内容 

アミューズソフトエンタテインメント㈱は、当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行及び資本

金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。 

(5）引継資産・負債の状況 

当社は、本合併の効力発生日におけるアミューズソフトエンタテインメント㈱の資産及び負債並びにこれらに付

随するすべての権利義務を引き継ぎます。 

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

㈱芸神クリエイティブ  東京都渋谷区 90,000 
アーティストマネ

ージメント事業 
100.0 

当社商品の制作

役員の兼任２名 
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