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平成 22 年８月期通期・第２四半期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ 
 

当社は、平成 21 年 10 月 20 日付け当社「平成 21 年８月期決算短信」にて発表の平成 22 年８月期

通期・第２四半期累計期間（連結・個別）業績予想について、下記の通り修正いたしますので、お

知らせいたします。 

 

記 

１. 平成 22 年 8 月期通期・第２四半期累計期間 連結業績予想の修正 

(1) 修正内容 

① 通期（平成 21 年９月１日～平成 22 年８月 31 日） 

 
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 

前回発表予想(A) 百万円

2,229

百万円

0

百万円

△11

百万円 

△13 

円 銭

△106.72

今回発表予想(B) 1,450 △80 △85 △110 △760.85

増減額(B－A) △779 △80 △74 △97 

増減率(%) △34.9 － － － 

(ご参考)前期実績 

(平成 21 年 8 月期) 
2,590 △176 △191 △261 △2,762.51

 

② 第２四半期累計期間（平成 21 年９月１日～平成 22 年２月 28 日） 

 
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 

前回発表予想(A) 百万円

968

百万円

△46

百万円

△56

百万円 

△57 

円 銭

△445.11

今回発表予想(B) 649 △92 △93 △111 △856.83

増減額(B－A) △319 △46 △36 △53 

増減率(%) △33.0 － － － 

(ご参考)前期実績 

(平成 21 年 8 月期) 
1,494 △68 △78 △80 △1,196.52

 

  



 

(2) 第２四半期累計期間連結業績予想の修正理由 

① 売上高 

当第２四半期累計期間においては、音楽 CD の生産実績は、数量ベースで前年同期比

90.25%、金額ベースで前年同期比 88.05%（日本レコード協会調べ、2009 年９月～2010 年

２月）と市場の縮小が一層進行しております。特にヒット作は一部アーティストのベスト

版に偏っており、インディーズ CD を主力商材とする当社にとっては、非常に厳しい状況

が継続しております。 

一方有料音楽配信については、インターネットダウンロードについては拡大傾向にある

ものの、市場の大部分を占める携帯電話等モバイル配信市場が縮小しはじめており、成長

にやや陰りが見えております。 

このような環境下で音楽 CD の売上の中長期的な下落傾向は今後も継続するものと判断

し、今後の収益源となりうる有料音楽配信（インターネットダウンロード）、イヴェント

の企画運営、情報誌等による広報等に経営資源を重点的に配置することとしました。これ

らの事業は音楽 CD 卸売に比べて売上高に対しての利益率は高いものの、現状では売上に

占める比率は低いため、全体としては大幅な売上高の低下を招くこととなりました。特に

主力事業であるパッケージディストリビューション事業が当初の想定を大幅に下回って

推移したことにより、前回発表予想額 968 百万円を見込んでいました売上高は、前回発表

予想比 33.0%減、金額で 319 百万円下回る 649 百万円となる見込みです。 

② 営業利益 

営業利益の下方修正の主な要因は以下のとおりです。 

売上高の減少により、売上総利益も必然的に大きく減少しましたが、前述のとおり、比

較的収益性の高い事業に経営資源を集中することにより、影響を抑えた結果、前回発表予

想比 46 百万円減の△92 百万円となる見込みです。 

③ 経常利益 

営業利益の減少により、経常利益は前回発表予想額△56 百万円より 36 百万円減少し、

△92 百万円となる見込みです。 

④ 四半期純利益 

経常利益の減少の影響により、四半期純利益は前回発表予想額△57 百万円より 54 百万

円減少し、△111 百万円となる見込みです。 

 

(3) 通期連結業績予想の修正理由 

上記(2)「第２四半期通期連結業績予想の修正理由」とほぼ同様の理由で、売上高は、

第３四半期以降も当初計画に比べて低い水準で推移するものと考えられます。一方で経営

資源の効率的配分が一定程度奏功し、売上高が当初計画から比べて下がっても利益を確保

する体制が固まってくる第３四半期以降は四半期会計期間単位では黒字化を達成できる

ものと考えております。したがって、売上高 1,450 百万円（前回発表予想から 789 百万円、

35.4%減）、営業損失△80 百万円（前回発表予想から 80 百万円減）、経常損失 85 百万円（前

回発表予想から 74 百万円減）、当期純損失△110 百万円（前回発表予想から 97 百万円減）

を見込んでおります。 

  



  

 

２. 平成 22 年 8 月期通期・第２四半期累計期間 個別業績予想の修正 

(1) 修正内容 

① 通期（平成 21 年９月１日～平成 22 年８月 31 日） 

 
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 

前回発表予想(A) 百万円

2,231

百万円

△0

百万円

△8

百万円 

△9 

円 銭

△69.19

今回発表予想(B) 1,440 △85 △91 △116 △803.12

増減額(B－A) △791 △85 △83 △107 

増減率(%) △35.5 － － － 

(ご参考)前期実績 

(平成 21 年 8 月期) 
2,604 △142 △156 △269 △2,848.28

 

② 第２四半期累計期間（平成 21 年９月１日～平成 22 年２月 28 日） 

 
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 

前回発表予想(A) 百万円

969

百万円

△43

百万円

△54

百万円 

△55 

円 銭

△423.47

今回発表予想(B) 643 △96 △96 △115 △892.20

増減額(B－A) △326 △53 △42 △60 

増減率(%) △33.6 － － － 

(ご参考)前期実績 

(平成 21 年 8 月期) 
1,503 △50 △60 △59 △884.71

 

(2) 第２四半期累計期間個別業績予想の修正理由 

上記１.(2)「第２四半期通期連結業績予想の修正理由」とほぼ同様となります。 

 

(3) 通期個別業績予想の修正理由 

上記１.(3)「通期連結業績予想の修正理由」とほぼ同様となります。 

 

※ 上記の予想は、発表日現在で入手可能な情報で作成したものです。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可能性があります。 
 

以 上 


