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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 118,142 0.3 5,566 △14.1 4,456 △5.8 975 ―
21年3月期 117,819 12.6 6,480 △23.9 4,729 △33.1 △905 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 22.72 ― 3.4 4.4 4.7
21年3月期 △21.09 ― △2.9 4.5 5.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △480百万円 21年3月期  △912百万円

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 94,593 30,266 30.4 668.82
21年3月期 107,013 29,760 27.5 684.89

（参考） 自己資本   22年3月期  28,721百万円 21年3月期  29,411百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 9,093 △2,572 △9,982 9,717
21年3月期 1,718 △3,508 5,067 13,166

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 1,717 ― 5.6
22年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 1,717 176.1 5.9
23年3月期 

（予想） ― 20.00 ― 20.00 40.00 42.9

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

55,600 △4.3 1,300 △23.1 700 0.5 500 ― 11.64

通期 118,000 △0.1 8,500 52.7 7,300 63.8 4,000 310.0 93.15
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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）  有  

（注） 詳細は、24ページ【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】１ 連結の範囲に関する事項をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、26ページ【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】４ 会計処理基準に関する事項をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結)の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 エイベックス通信放送株式会社 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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 46,157,810株 21年3月期 46,157,810株
② 期末自己株式数 22年3月期  3,214,403株 21年3月期  3,214,243株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 19,002 62.9 10,854 468.9 10,047 ― 9,672 ―
21年3月期 11,668 △10.7 1,907 △53.5 763 △77.5 △3,135 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 225.23 ―
21年3月期 △73.02 ―

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 75,127 23,972 31.5 550.62
21年3月期 77,965 16,046 20.2 366.06

（参考） 自己資本 22年3月期  23,645百万円 21年3月期  15,720百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、当社グループの経営者が現在入手可能な情報から判断した数字であり、潜在的なリスク
や不確実性を含んでおります。特に当社グループの事業領域は、一般的な経済状況以外にも業績に影響を与えうる要因が数多く存在しているため、実際
の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。業績予想の前提となる条件等については、６ページ「１．経営
成績 (1)経営成績に関する分析 業績の見通し」をご覧ください。 
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（単位：百万円） 

 
  
当事業年度におけるわが国経済は、一部では景気回復の兆しが見られたものの、雇用情勢の悪化や個

人消費の低迷等により、引き続き厳しい環境下にあります。  

  

 音楽市場におきましても、社団法人日本レコード協会発表のデータによると、音楽ビデオを含む音楽

ソフトの生産金額が、前年同期比13.7％減(平成21年４月～平成22年３月)と大きく減少しました。ま

た、順調に拡大を続けてきました有料音楽配信売上実績は前年同期比0.6％増(平成21年４月～12月)と

なっており、成長に陰りが見え始めております。また、映像市場におきましても、社団法人日本映画製

作者連盟の調べによる邦画洋画合計の興行収入が前年同期比3.1％増(平成21年４月～平成22年３月)と

なったものの、社団法人日本映像ソフト協会調べによる映像ソフト全体の売上金額が、前年同期比

5.9％減(平成21年４月～平成22年３月)となり、音楽・映像ともに、市場全体の低迷が顕著になってお

ります。  

   

 このような事業環境の下、当社は、他社にはないアーティストの発掘・育成から、マネジメント、コ

ンテンツ制作、パッケージ販売、デジタル配信、コンサート制作、マーチャンダイジング、Ｅコマー

ス、ファンクラブ運営等までを総合的に展開する「ヴァーティカル・インテグレーション・モデル」を

推進し、収益機会の増加を図ってまいりました。  

  

 以上の結果、当事業年度における当社の連結売上高は、前年同期比0.3％増の1,181億42百万円となり

ました。営業利益は、新規事業における販促宣伝費が増大したこと等により、前年同期比14.1％減の55

億66百万円となりました。しかしながら、当期純利益は９億75百万円（前年同期は９億５百万円の損

失）となりました。  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

平成18年 
３月期

平成19年
３月期

平成20年
３月期

平成21年 
３月期

平成22年
３月期

売上高 89,783 101,626 104,639 117,819 118,142

 売上原価 52,361 61,894 63,323 75,048 76,254

売上総利益 37,422 39,732 41,316 42,771 41,888

   売上総利益率 41.7％ 39.1％ 39.5％ 36.3％ 35.5％

  人件費 8,932 9,587 10,344 10,368 10,301

  販促宣伝費 10,993 12,043 12,238 14,179 14,917

  一般経費 8,845 9,410 10,222 11,741 11,102

 販管費合計 28,771 31,041 32,805 36,290 36,321

営業利益 8,650 8,691 8,510 6,480 5,566

     営業利益率 9.6％ 8.6％ 8.1％ 5.5％ 4.7％
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事業部門別の業績は次のとおりであります。 

市場環境の変化と各グループ会社の役割・業務の変化を踏まえ、当事業年度においてグループ会社間

における原盤使用料率等及び、グループ会社間におけるグループ・マネジメント・フィーの見直しを実

施しました。なお、前年同期との比較を容易にするため、平成21年３月期の事業部門別業績は見直し後

の料率等によって算出した数値に組み替えております。 
  
① パッケージ・コミュニケーション事業(ＰＣ事業) 

（単位：百万円） 

   
主要アーティストのリリース作品が少なかったこと等により、売上高511億５百万円（前年同期

比15.5％減）、営業利益４億85百万円（前年同期比22.7％減）となりました。 
  
② ネットワーク・コミュニケーション事業(ＮＣ事業) 

（単位：百万円） 

   
会員ビジネス、マーチャンダイジング、Ｅコマース事業が好調だったこと等により、売上高379

億37百万円（前年同期比12.7％増）、営業利益31億85百万円（前年同期比28.1％増）となりまし

た。 

ＰＣ事業
平成21年 
３月期

平成22年
３月期

増減

売上高 60,464 51,105 △  9,358

 売上原価 51,315 42,346 △  8,968

売上総利益 9,149 8,759 △    390

   売上総利益率 15.1％ 17.1％ 2.0％

 販売費及び一般管理費 8,521 8,273 △    247

営業利益 627 485 △    142

     営業利益率 1.0％ 0.9％ △  0.1％

外部顧客に対する売上高 59,211 48,323 △ 10,888

ＮＣ事業
平成21年 
３月期

平成22年
３月期

増減

売上高 33,650 37,937 4,286

 売上原価 24,307 26,675 2,368

売上総利益 9,343 11,261 1,917

   売上総利益率 27.8％ 29.7％ 1.9％

 販売費及び一般管理費 6,856 8,075 1,219

営業利益 2,486 3,185 698

     営業利益率 7.4％ 8.4％ 1.0％

外部顧客に対する売上高 30,712 36,269 5,557

エイベックス・グループ・ホールディングス（株）（7860）平成22年３月期 決算短信
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③ ライヴ・コミュニケーション事業(ＬＣ事業) 

（単位：百万円） 

   
コンサートの公演数、動員数が増加したことにより、売上高151億44百万円（前年同期比14.5％

増）、営業利益４億57百万円（前年同期比14.0％増）となりました。 
  
④ コンテンツ・クリエイティヴ事業(ＣＣ事業) 

（単位：百万円） 

   
ＰＣ事業の売上減少に伴う内部取引印税収入が減少したこと等により、売上高は570億23百万円

（前年同期比1.8％減）となりました。また、新規事業の先行投資等の一時的な費用計上により、

売上原価並びに販売費及び一般管理費が増加、営業損失は10億97百万円（前年同期は29億81百万円

の営業利益）となりました。 

  

ＬＣ事業
平成21年 
３月期

平成22年
３月期

増減

売上高 13,229 15,144 1,915

 売上原価 11,947 13,611 1,663

売上総利益 1,282 1,533 251

   売上総利益率 9.7％ 10.1％ 0.4％

 販売費及び一般管理費 881 1,076 195

営業利益 400 457 56

     営業利益率 3.0％ 3.0％ 0.0％

外部顧客に対する売上高 11,273 13,762 2,488

ＣＣ事業
平成21年 
３月期

平成22年
３月期

増減

売上高 58,052 57,023 △ 1,028

 売上原価 31,600 33,958 2,357

売上総利益 26,451 23,065 △ 3,385

   売上総利益率 45.6％ 40.4％ △ 5.2％

 販売費及び一般管理費 23,469 24,162 692

営業利益又は営業損失

(△)
2,981 △ 1,097 △ 4,078

     営業利益率 5.1％ △ 1.9％ △ 7.1％

外部顧客に対する売上高 14,076 17,410 3,333
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（単位：百万円）
 

  
（単位：百万円）

 

  
各セグメント別売上高における主な理由は以下のとおりです。 

【ＰＣ事業】 

音楽パッケージの売上が増加することを見込んでおり、外部取引先に対する売上高は３億円増加

する計画です。 

【ＮＣ事業】 

会員ビジネスやマーチャンダイジング等の売上が増加することを見込んでおり、外部取引先に対

する売上高は11億円増加する計画です。 

 業績の見通し

期末 
予想

平成19年 
３月期 
実績

平成20年
３月期 
実績

平成21年
３月期 
実績

平成22年 
３月期 
実績

平成23年
３月期 
予想

売上高 101,626 104,639 117,819 118,142 118,000

 売上原価 61,894 63,323 75,048 76,254 75,500

売上総利益 39,732 41,316 42,771 41,888 42,500

   売上総利益率 39.1％ 39.5％ 36.3％ 35.5％ 36.0％

  人件費 9,587 10,344 10,368 10,301 11,200

  販促宣伝費 12,043 12,238 14,179 14,917 11,500

  一般経費 9,410 10,222 11,741 11,102 11,300

 販管費合計 31,041 32,805 36,290 36,321 34,000

営業利益 8,691 8,510 6,480 5,566 8,500

     営業利益率 8.6％ 8.1％ 5.5％ 4.7％ 7.2％

期末 
予想

売上高 営業利益（△損失）
平成22年
３月期 
実績

平成23年 
３月期 
予想

増減
平成22年
３月期 
実績

平成23年 
３月期 
予想

増減

ＰＣ事業 51,105 51,200 94 485 400 △    85

ＮＣ事業 37,937 38,600 662 3,185 4,600 1,414

ＬＣ事業 15,144 12,800 △ 2,344 457 200 △   257

ＣＣ事業 57,023 55,400 △ 1,623 △ 1,097 2,100 3,197

その他の事業 3,902 4,000 97 404 300 △   104

合計 165,114 162,000 △ 3,114 3,435 7,600 4,164

消去・全社 △ 46,972 △ 44,000 2,972 2,131 900 △ 1,231

連結 118,142 118,000 △   142 5,566 8,500 2,933

外部取引先に対する売上高

ＰＣ事業 48,323 48,700 376

ＮＣ事業 36,269 37,400 1,130

ＬＣ事業 13,762 12,200 △ 1,562

ＣＣ事業 17,410 17,100 △   310

その他の事業 2,377 2,600 222
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【ＬＣ事業】 

アーティストの公演数が減少することを見込んでおり、外部取引先に対する売上高は15億円減少

する計画です。 

【ＣＣ事業】 

外部からの印税収入が減少することを見込んでおり、外部取引先に対する売上高は３億円減少す

る計画です。 
  

以上の結果、当社グループの連結売上高は前年並みの1,180億円となる見込みです。しかしなが

ら、販促宣伝費等の大幅な縮減により、営業利益は85億円となる見込みです。 
  
  (注) 業績予想に関する注意事項 

この決算短信に記載されております売上高及び利益の見通しは、当社グループの経営者が

現在入手可能な情報から判断した数字であり、潜在的なリスクや不確実性を含んでおりま

す。特に当社グループの事業領域は、一般的な経済状況以外にも業績に影響を与えうる要因

が数多く存在しているため、実際の売上高及び利益の数字が業績概況の予想数値と異なる可

能性があることをあらかじめご承知おき下さい。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度における総資産は、前連結会計年度に比べて124億20百万円減少し、945億93百万

円となりました。これは主に、現金及び預金の減少34億48百万円、受取手形及び売掛金の減少75億

11百万円等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度に比べて129億26百万円減少し、643億26百万円となりました。これは主

に有利子負債の減少102億56百万円によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度に比べて５億５百万円増加し、302億66百万円となりました。これは主

に、合弁会社の設立により少数株主持分が11億95百万円増加したものの、配当金の支払い等により

利益剰余金が７億42百万円減少したことによるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、97億17百万円(前期比34億

48百万円減)となりました。各区分毎のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。 

(営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は90億93百万円(前期は17億18百万円)となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益45億75百万円、減価償却費18億24百万円、売上債権の減少

額75億21百万円による資金の増加要因があったものの、法人税等及び預り源泉税の支払額62億76百

万円による資金の減少要因があったことによるものであります。 

(投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用された資金は25億72百万円(前期は35億８百万円)となりました。 

これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入15億９百万円による資金の増加要因があっ

たものの、有形固定資産の取得14億70百万円、無形固定資産の取得11億43百万円及び貸付による支

出20億26百万円による資金の減少要因があったことによるものであります。 

(財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用した資金は99億82百万円(前期は50億67百万円の収入)となりました。 

これは主に、少数株主からの払込21億円による資金の増加要因があったものの、短期借入金及び

長期借入金の返済による支出87億60百万円、社債の償還による支出14億96百万円及び配当金の支払

額17億12百万円による資金の減少要因があったことによるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しておりま

す。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払って

いる全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書

の利息の支払額を使用しております。 

  

当社グループは、株主の皆様に対する長期的かつ総合的な利益還元の実施を経営上の も重要な

施策の一つとして捉えております。具体的には、年間配当金40円を基準として、連結配当性向30％

以上を目安に株主還元策を実施することを基本方針としており、これに加えて、業績の推移、キャ

ッシュ・フロー、将来における資金需要などを総合的に勘案して配当額を決定しております。 

この方針のもと、当期の期末配当金は、中間配当金と同様、１株当たり20円とさせていただく予

定です。この結果、年間配当金は１株当たり40円となります。 

また、次期の年間配当金は、基本方針に基づき予想利益の達成を勘案して１株当たり40円とさせ

ていただく予定です。 

  

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率(％) 39.9 31.3 31.6 27.5 30.4

時価ベースの自己資本比率(％) 172.1 77.7 45.0 36.0 36.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

5.7 32.2 5.2 26.2 3.8

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

23.0 4.3 12.8 2.3 12.1

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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① 主要作品及びアーティスト・タレントの動向について 

当社グループは、「ヴァーティカル・インテグレーション・モデル」を推進しており、ヒットア

ーティストやヒットコンテンツの有無、主要アーティスト・タレントの人気、契約の継続、新人ア

ーティスト・タレントの成長が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 海外市場への事業展開について  

当社グループの音楽・映像事業は東アジアを中心に展開しており、今後大きく成長が期待される

中国本土にも進出しております。 

 そのため諸外国において、政治的・経済的要因、法律・規則要因、不利な租税要因、テロ・戦争

等による社会的混乱などによる予期し得ない事由が発生した場合には、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

③ 減損損失について 

当社グループが保有している資産の時価が著しく下落した場合や事業の収益性が悪化した場合に

は、減損会計の適用により固定資産について減損損失が発生し、業績及び財務状況に影響を与える

可能性があります。 

④ 資金調達について 

当社グループは、投資有価証券及び不動産の取得資金並びに映像事業の投資資金を主として金融

機関からの借入金及び社債により調達しているため、現行の金利水準が変動した場合には当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、借入金の一部には財務制限条項が付加されており、この条項に抵触した場合には借入利率

の上昇や期限の利益を喪失する等、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

⑤ 新規事業について 

当社グループは、エンタテインメント・ビジネスにおける地位を確固としたものとするため、積

極的に新規事業に取り組んでおりますが、新規事業は、その遂行過程において、事業環境の急激な

変化や、事後的に顕在化する予測困難な問題等によりリスクが発生する可能性は否定できず、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 特定経営者への依存について 

当社創業メンバーであり代表取締役社長CEOである松浦勝人は、当社グループ経営戦略の立案・

決定や、重要な取引先および所属アーティストとの契約における中枢として重要な役割を果たして

おります。何らかの理由で同氏がグループから離脱した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク
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当社グループは、当社及び連結子会社18社並びに持分法適用関連会社８社の合計26社により構成されており、コンテ

ンツ・クリエイティヴ(CC)事業、パッケージ・コミュニケーション(PC)事業、ネットワーク・コミュニケーション(NC)

事業、ライヴ・コミュニケーション(LC)事業及びその他の事業を営んでおります。各々の事業における主な事業内容、

主要な連結子会社及び当該事業における位置づけは次のとおりであります。なお、事業の種類別セグメントと同一の区

分であります。 

  

 
  

2. 企業集団の状況

事業区分 主な事業内容 主要な連結子会社

ＣＣ事業(コンテン
ツ・クリエイティヴ事
業)

音楽・映像コンテンツの企画・制作、ア
ーティスト・タレントのマネジメント業
務、音楽出版事業、著作隣接権等印税収
入、映画製作・配給、スタジオ運営、モ
バイル向け会員制映像配信事業

エイベックス通信放送㈱ 
エイベックス・エンタテインメント㈱ 
㈱ミディア 
ハッチ・エンタテインメント㈱ 
エイベックス・マネジメント㈱ 
㈱ピックス 
ヴァイナル レコーズ㈱ 
Avex China Co.,Ltd. 
Avex Hawaii,Inc．

ＰＣ事業(パッケー
ジ・コミュニケーショ
ン事業)

音楽・映像パッケージの製造・販売事業 エイベックス・マーケティング㈱ 
Avex Taiwan Inc. 
Avex Asia Holdings Ltd. 
Avex Hong Kong Ltd.

ＮＣ事業(ネットワー
ク・コミュニケーショ
ン事業)

音楽・映像コンテンツの配信事業、会員
制事業、ファンクラブ事業、マーチャン
ダイジング事業

エイベックス・マーケティング㈱ 
㈱Para.TV

ＬＣ事業(ライヴ・コ
ミュニケーション事
業)

コンサート・イベントの企画・制作・運
営

エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱

その他の事業 
  
 

新人アーティストの開発・育成事業、ス
クール事業(エイベックス・アーティスト
アカデミー)、レストラン事業、不動産賃
貸事業 等

エイベックス・プランニング＆デベロップ
メント㈱ 
㈱ヴェルファーレ・エンタテインメント 
㈱エイベックス マネジメント サービス
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当社グループは、音楽・映像ソフトの企画・制作、製造及び販売並びに配信事業及びそれに関するサービス業務を 

主な事業としており、グループ各社の事業の系統図は、次のとおりであります。 
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平成22年３月31日現在

 関係会社の状況

 名   称 住   所
資本金 
(百万円)

主要な事業の内
容(注)1

議決権の所
有割合(％)

関  係  内  容 摘要

(連結子会社)

エイベックス通信放送㈱ 東京都港区 3,500
コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

70.0
(70.0)

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸をしており、その対価としてサービス
フィーを収受しております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 2, 
 3

Avex China Co.,Ltd. 中国 北京
千人民元 コンテンツ・

クリエイティ
ヴ事業

100.0
(100.0)

─── 
  
役員の兼任等・・・有

(注)
 2, 
 350,000

エイベックス・ 
エンタテインメント㈱

東京都港区 487
コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

100.0

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸をしており、その対価としてサービス
フィーを収受しております。また、当社より
資金の貸付を行っております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 3

Avex Hawaii,Inc.
米国 
ハワイ州

千米ドル コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

100.0
（100.0)

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸をしており、その対価としてサービス
フィーを収受しております。また、当社より
資金の貸付を行っております。 
役員の兼任等・・・無

(注)
 22,000

㈱ミディア 東京都港区 100
コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

100.0
(100.0)

当社は経営上の各種サービスの提供をしてお
り、その対価としてサービスフィーを収受し
ております。また、当社より資金の貸付を行
っております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

ハッチ・ 
エンタテインメント㈱

東京都港区 80
コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

66.0
(66.0)

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸をしており、その対価としてサービス
フィーを収受しております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

エイベックス・ 
マネジメント㈱

東京都港区 80
コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

100.0

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸をしており、その対価としてサービス
フィーを収受しております。また、当社より
資金の貸付を行っております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 3

㈱ピックス 東京都港区 60
コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

100.0
(100.0)

当社は経営上の各種サービスの提供をしてお
り、その対価としてサービスフィーを収受し
ております。また、当社より資金の貸付を行
っております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

ヴァイナル レコーズ㈱
東京都 
世田谷区

10
コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

100.0
(100.0)

当社は経営上の各種サービスの提供をしてお
り、その対価としてサービスフィーを収受し
ております。また、当社より資金の貸付を行
っております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

Avex Taiwan Inc. 台湾 台北
千NTドル

215,000

パッケージ・
コミュニケー
ション事業

100.0
(100.0)

――― 
  
役員の兼任等・・・有

(注)
 2, 
 3

エイベックス・ 
マーケティング㈱

東京都港区 200

パッケージ・
コミュニケー
ション事業 
ネ ッ ト ワ ー
ク・コ ミ ュ ニ
ケーション事
業

100.0

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸をしており、その対価としてサービス
フィーを収受しております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 3, 
 5

Avex Asia Holdings Ltd. 中国 香港
香港ドル

パッケージ・
コミュニケー
ション事業

100.0

Avex Hong Kong Ltd.、Avex Taiwan Inc.、
Avex China Co.,Ltd.及びAvex Hawaii,Inc.
の管理・統括をしております。また、当社よ
り資金の貸付を行っております。  
役員の兼任等・・・有

500,004

Avex Hong Kong Ltd. 中国 香港
香港ドル パッケージ・

コミュニケー
ション事業

100.0
(100.0)

―――  
  
役員の兼任等・・・無

(注)
 22

㈱Para.TV 東京都港区 64

ネ ッ ト ワ ー
ク・コ ミ ュ ニ
ケーション事
業

74.8
(74.8)

――― 
  
役員の兼任等・・・無

(注)
 2
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(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 議決権の所有割合の( )内は間接所有割合を内数で記載し、[ ]内は緊密な者又は同意している者の所有割 

     合を外数で記載しております。 

    ３ エイベックス・エンタテインメント㈱、エイベックス・マーケティング㈱、エイベックス通信放送㈱、エ

イベックス・マネジメント㈱、Avex Taiwan Inc.及びAvex China Co.,Ltd.は特定子会社であります。 

   ４ 有価証券報告書を提出しております。 

   ５ エイベックス・マーケティング㈱及びエイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱は、売上高(連結会社相互

間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 

      主要な損益情報等は以下のとおりであります。 

      エイベックス・マーケティング㈱    エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱ 

      ① 売上高   85,091百万円      ① 売上高   15,144百万円 

      ② 経常利益   4,346百万円      ② 経常利益    399百万円 

      ③ 当期純利益  2,428百万円      ③ 当期純利益   153百万円 

      ④ 純資産額   5,818百万円      ④ 純資産額   1,055百万円 

      ⑤ 総資産額  23,192百万円      ⑤ 総資産額   2,689百万円 

  

 名   称 住   所
資 本 金 
(百万円)

主要な事業の内
容(注)1

議決権の所
有割合
（％）

関  係  内  容 摘要

エイベックス・ライヴ・ク
リエイティヴ㈱

東京都港区 30
ラ イ ヴ・コ ミ
ュニケーショ
ン事業

100.0

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸をしており、その対価としてサービス
フィーを収受しております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 5

エイベックス・ 
プランニング＆デベロップ
メント㈱

東京都港区 20 その他の事業 100.0

当社は経営上の各種サービスの提供をしてお
り、その対価としてサービスフィーを収受し
ております。また、当社より資金の貸付を行
っております。 
役員の兼任等・・・有

㈱ヴェルファーレ・ 
エンタテインメント

東京都港区 10 その他の事業
100.0

(100.0)

当社は経営上の各種サービスの提供、事務所
の賃貸をしており、その対価としてサービス
フィーを収受しております。また、当社より
資金の貸付を行っております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

㈱エイベックス  
マネジメント サービス

東京都港区 10 その他の事業 100.0

当社グループに対し、マネジネントサービス
を行っており、その対価として当社より経営
コンサルティング料を支払っております。ま
た、当社は事務所の賃貸をしております。 
役員の兼任等・・・有

(持分法適用関連会社)

㈱エイベックス 
＆イースト

東京都港区 80
コンテンツ・ 
クリエイティ
ヴ事業

30.0
[20.0]

当社より金融機関からの借入に対し債務保証
を行っております。 
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

ORS有限責任事業組合
東京都 
渋谷区

40
コンテンツ・ 
クリエイティ
ヴ事業

50.0
(50.0)

――― 
役員の兼任等・・・無

(注)
 2

Orange Sky Entertainment 
Group(International)
Holding Co.Ltd.

英領 
ヴァージン 

諸島

香港ドル

77,747

コンテンツ・
クリエイティ
ヴ事業

20.0
――― 
  
役員の兼任等・・・無

Pamiem Film Fund Ltd. 中国 香港
香港ドル

10,000

コンテンツ・ 
クリエイティ
ヴ事業

50.0
  (50.0)

――― 
  
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

メモリーテック㈱
茨城県 
筑西市

1,877
パッケージ・
コミュニケー
ション事業

20.5
――― 
  
役員の兼任等・・・有

㈱ドワンゴ
東京都 
中央区

10,072

ネ ッ ト ワ ー
ク・コ ミ ュ ニ
ケーション事
業

21.8
――― 
  
役員の兼任等・・・有

(注)
 4

㈱レコチョク
東京都 
渋谷区

170

ネ ッ ト ワ ー
ク・コ ミ ュ ニ
ケーション事
業

19.5
(19.5)

――― 
  
役員の兼任等・・・有

(注)
 2

ブレインシンク㈱ 東京都港区 98

ネ ッ ト ワ ー
ク・コ ミ ュ ニ
ケーション事
業

23.3
(23.3)

――― 
  
役員の兼任等・・・無

(注)
 2

エイベックス・グループ・ホールディングス（株）（7860）平成22年３月期 決算短信

- 13 -



当社グループは中期ビジョンとして、「アジア 強のクリエイティヴとコミュニケーション能力をも

つエンタテインメント・ブランド企業へと進化すること」を掲げ、「誰もやらない。だからエイベック

スがやる」という創業精神を今一度グループ役職員全員が共有し、クリエイティヴを発揮できる環境を

整備しながら、社会的な信用と共感を得られる企業を目指してまいります。 

当社グループは、連結の株主資本利益率（ROE）15％以上の達成を重要な経営指標の一つとしてお

り、利益の確保と効率的な事業運営の実現に向けて努力いたします。 

当社は、平成16年10月より持株会社体制に移行し、既存ビジネスにおける迅速性と、個別事業の 大

化を図る意味から、持ち株会社の求心力よりも各社の遠心力に比重を置いて経営して参りました。しか

し音楽業界、映像業界など当社を取り巻く外部環境は日増しに厳しさを増し、技術の進歩等によるビジ

ネススタイルの変化を次の成長に繋げていくことが急務となってきており、今までとってきたグループ

各社の個別 適が全体 適に繋がるという考え方が必ずしも現状に合っていると言えなくなりました。

そのような状況の下、当社は平成22年４月に、経営と業務執行の分離、コーポレート・ガバナンスの強

化、グループ経営の効率化・迅速化を目的に、グループ全体の経営体制を抜本的に変更しました。今後

も新経営体制で、アーティストの発掘・育成、マネジメント、コンテンツ制作、パッケージ販売、デジ

タル配信、コンサート制作、マーチャンダイジング、Ｅコマース、ファンクラブ運営など、あらゆる機

能をグループに有する強みを生かし、エンタテインメントにおける、「ヴァーティカル・インテグレー

ション・モデル」をより一層推進してまいります。 

 近年、エンタテインメント・ビジネスは、デジタル技術の発達によるユーザーの価値観や消費行動の

多様化によって、パッケージ販売を中心とした旧来型のビジネスが低迷を続けるなど、大きな転換期を

迎えております。  

 当社グループでは、エンタテインメント・ビジネスのあらゆる機能をグループ内に持つ強みを生か

し、この厳しい環境下においても事業の拡大を続けておりますが、一方で次世代の成長を図る意味から

も、既存ビジネスの強化に加え、新しい事業領域への展開が急務であると考えております。  

 以上のような状況下、当社グループとして以下の５項目を重点課題と位置付け、積極的に取り組んで

まいります。 

① 次世代成長領域への取り組み強化 

今後さらなる技術革新と市場成長が見込まれるインターネットの事業領域において、アーティス

トやコンテンツに係る権利を保有する強みと、既存事業で培った顧客基盤を 大限活用した次世代

型のエンタテインメント・ビジネスの構築を目指しております。 

② グループ経営の進化 

これまでは、各事業の個別 適がグループ収益の 大化に直結していたため、各事業会社の独自

性を尊重したグループ経営を行ってきました。しかし、事業環境の変化や業容の拡大に伴い、グル

ープ横断的な戦略の構築等、全体 適に重きを置いたグループ経営への進化を図っております 

③ 財務体質の強化 

近年、新規事業への投資を積極的に行ってきた結果、有利子負債が増大、支払利息等、本来の事

業活動以外の費用が増加し、収益を圧迫している状況です。事業や保有資産の選択と集中を行い、

有利子負債の圧縮により財務体質の強化を図ってまいります。 

④ アジアにおける収益モデルの構築 

2006年より、中国を中心に、アジアに本格進出しておりますが、現時点においては収益化が出来

ていない状況です。これまでのトライ＆エラーから得た経験・知見を生かし、今後著しい成長が期

待されるアジアのエンタテインメント市場において、早急に収益モデルを構築し、アジア 強のエ

ンタテインメント企業を志向する中期ビジョンの達成を目指してまいります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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⑤ 人材育成とコンプライアンスの強化 

「誰もやらない。だからエイベックスがやる」という創業精神を今一度グループ役職員が共有

し、クリエイティヴを発揮できる環境を整備するとともに、次世代の経営層・管理職を育成するこ

とを人材戦略における重点課題と位置付け、評価制度の見直しや教育研修プログラムの拡充等を推

進しております。 

 また、昨今の当社におけるコンプライアンス問題の発生を受け、管理体制の強化とコンプライア

ンスポリシーの周知徹底を図り、社会的な信用と共感を得られる企業となることを目指してまいり

ます。 
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,166 9,717

受取手形及び売掛金 20,609 13,097

営業投資有価証券 200 2

営業出資金 852 436

商品及び製品 742 976

仕掛品 4,494 2,737

原材料及び貯蔵品 374 358

繰延税金資産 6,921 6,535

前渡金 2,341 1,443

前払費用 890 1,033

前払印税 828 667

その他 1,762 3,365

貸倒引当金 △435 △372

流動資産合計 52,748 39,999

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,916 6,005

土地 29,530 29,590

その他（純額） 1,060 1,306

有形固定資産合計 36,507 36,902

無形固定資産 1,061 1,239

投資その他の資産

投資有価証券 13,209 11,759

長期貸付金 － 1,911

長期前払費用 385 444

繰延税金資産 1,252 1,063

敷金及び保証金 850 －

保険積立金 67 69

その他 1,385 1,507

貸倒引当金 △454 △305

投資その他の資産合計 16,696 16,451

固定資産合計 54,264 54,593

資産合計 107,013 94,593
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,836 1,480

短期借入金 8,600 1,800

1年内返済予定の長期借入金 1,960 2,640

1年内償還予定の社債 1,496 1,496

未払金 8,857 8,060

未払印税 8,030 7,186

未払法人税等 2,738 1,999

未払消費税等 479 115

預り金 760 1,019

賞与引当金 965 784

役員賞与引当金 91 100

返品引当金 3,666 3,692

株主優待引当金 68 56

その他 2,538 2,664

流動負債合計 42,089 33,095

固定負債

社債 10,038 8,542

長期借入金 22,975 20,335

退職給付引当金 467 606

役員退職慰労引当金 610 679

その他 1,071 1,067

固定負債合計 35,163 31,230

負債合計 77,252 64,326

純資産の部

株主資本

資本金 4,229 4,229

資本剰余金 5,001 5,001

利益剰余金 25,837 25,095

自己株式 △5,469 △5,469

株主資本合計 29,598 28,856

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 76 70

為替換算調整勘定 △264 △206

評価・換算差額等合計 △187 △135

新株予約権 326 326

少数株主持分 22 1,218

純資産合計 29,760 30,266

負債純資産合計 107,013 94,593
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 117,819 118,142

売上原価 75,048 76,254

売上総利益 42,771 41,888

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 11,905 12,894

販売促進費 2,273 2,023

貸倒引当金繰入額 112 93

従業員給料及び賞与 5,927 6,114

役員賞与引当金繰入額 91 100

賞与引当金繰入額 963 784

退職給付費用 232 223

役員退職慰労引当金繰入額 97 102

株主優待引当金繰入額 68 56

減価償却費 901 976

その他 13,716 12,952

販売費及び一般管理費合計 36,290 36,321

営業利益 6,480 5,566

営業外収益

受取利息 33 15

受取配当金 32 29

投資事業組合運用益 56 －

未払印税整理益 － 245

その他 65 90

営業外収益合計 188 380

営業外費用

支払利息 760 743

支払手数料 148 45

社債発行費 29 －

持分法による投資損失 912 480

為替差損 4 58

投資事業組合運用損 － 81

その他 83 80

営業外費用合計 1,938 1,490

経常利益 4,729 4,456
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別利益

前期損益修正益 154 －

固定資産売却益 0 27

投資有価証券売却償還益 73 848

保険解約返戻金 33 －

その他 65 0

特別利益合計 327 876

特別損失

固定資産除売却損 67 180

投資有価証券評価損 2,601 128

のれん償却額 339 －

減損損失 95 7

過年度為替差損 305 －

事業整理損 － 145

損害賠償金 － 121

その他 1 174

特別損失合計 3,410 757

税金等調整前当期純利益 1,646 4,575

法人税、住民税及び事業税 4,049 3,906

法人税等調整額 △1,304 597

法人税等合計 2,744 4,503

少数株主損失（△） △192 △904

当期純利益又は当期純損失（△） △905 975
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,229 4,229

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,229 4,229

資本剰余金

前期末残高 5,001 5,001

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,001 5,001

利益剰余金

前期末残高 28,460 25,837

当期変動額

剰余金の配当 △1,717 △1,717

当期純利益又は当期純損失（△） △905 975

当期変動額合計 △2,623 △742

当期末残高 25,837 25,095

自己株式

前期末残高 △5,468 △5,469

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △5,469 △5,469

株主資本合計

前期末残高 32,223 29,598

当期変動額

剰余金の配当 △1,717 △1,717

当期純利益又は当期純損失（△） △905 975

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △2,624 △742

当期末残高 29,598 28,856
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 112 76

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△35 △5

当期変動額合計 △35 △5

当期末残高 76 70

為替換算調整勘定

前期末残高 △82 △264

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△182 57

当期変動額合計 △182 57

当期末残高 △264 △206

評価・換算差額等合計

前期末残高 30 △187

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△217 52

当期変動額合計 △217 52

当期末残高 △187 △135

新株予約権

前期末残高 250 326

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 75 －

当期変動額合計 75 －

当期末残高 326 326

少数株主持分

前期末残高 307 22

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △284 1,195

当期変動額合計 △284 1,195

当期末残高 22 1,218

純資産合計

前期末残高 32,812 29,760

当期変動額

剰余金の配当 △1,717 △1,717

当期純利益又は当期純損失（△） △905 975

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △426 1,247

当期変動額合計 △3,051 505

当期末残高 29,760 30,266
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,646 4,575

減価償却費 1,700 1,824

減損損失 95 7

のれん償却額 416 38

株式報酬費用 75 －

未払印税整理益 － △245

事業整理損 － 145

損害賠償金 － 121

貸倒引当金の増減額（△は減少） △200 △213

賞与引当金の増減額（△は減少） △539 △180

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △188 8

株主優待引当金の増減額（△は減少） △16 △12

返品引当金の増減額（△は減少） 186 26

退職給付引当金の増減額（△は減少） 122 138

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 84 68

受取利息及び受取配当金 △66 △44

支払利息 760 743

投資有価証券売却償還損益（△は益） △73 △848

投資事業組合運用損益（△は益） △56 81

持分法による投資損益（△は益） 912 480

固定資産除売却損益（△は益） 56 152

保険解約損益（△は益） △33 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,601 128

売上債権の増減額（△は増加） △3,774 7,521

営業出資金の増減額（△は増加） 1,006 415

たな卸資産の増減額（△は増加） △823 1,540

前渡金の増減額（△は増加） 497 898

前払費用の増減額（△は増加） 589 △143

前払印税の増減額（△は増加） △228 162

長期前払費用の増減額（△は増加） △127 △62

仕入債務の増減額（△は減少） 142 △363

未払金の増減額（△は減少） 2,634 △830

未払印税の増減額（△は減少） △27 △855

未払消費税等の増減額（△は減少） △26 △359

その他 △146 722

小計 7,200 15,645

利息及び配当金の受取額 216 289

利息の支払額 △754 △749

損害賠償金の支払額 － △121

法人税等の還付額 107 306

法人税等の支払額 △5,051 △4,600

預り源泉税の支払額 － △1,676

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,718 9,093
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３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 △2,436 △1,470

有形固定資産の売却による収入 7 122

無形固定資産の取得による支出 △607 △1,143

投資有価証券の取得による支出 △188 △112

投資有価証券の売却及び償還による収入 353 1,509

子会社株式の取得による支出 △408 －

貸付けによる支出 － △2,026

敷金及び保証金の差入による支出 △51 △91

敷金及び保証金の回収による収入 35 347

定期預金の預入による支出 △300 －

定期預金の払戻による収入 － 300

その他 86 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,508 △2,572

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） 4,500 △6,800

長期借入れによる収入 7,400 －

長期借入金の返済による支出 △6,260 △1,960

リース債務の返済による支出 △83 △93

社債の発行による収入 2,470 －

社債の償還による支出 △1,246 △1,496

少数株主からの払込みによる収入 － 2,100

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,713 △1,712

その他 － △21

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,067 △9,982

現金及び現金同等物に係る換算差額 △204 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,072 △3,448

現金及び現金同等物の期首残高 10,093 13,166

現金及び現金同等物の期末残高 13,166 9,717
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

  該当事項はありません。

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
当連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 18社

連結子会社名は、「２．企業集団の状況 関係会社の状況」に記載してい

るため省略しております。

エイベックス通信放送㈱及びヴァイナル レコーズ㈱は、当連結会計年度に

おいて新たに設立したことにより連結子会社に含めております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社 該当ありません。

２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用会社 

   非連結子会社 該当ありません。 

   関連会社   ８社

持分法適用会社は、㈱レコチョク、メモリーテック㈱、㈱エイベックス＆

イースト、 ㈱ドワンゴ、Orange Sky Entertainment Group(International)

Holding Co. Ltd.、ブレインシンク㈱、Pamiem Film Fund Ltd.、ORS有限責

任事業組合であります。

Chengtian Entertainment Group(International)Holding Co. Ltd.は、平

成21年８月をもって商号をOrange Sky Entertainment Group(International)

Holding Co. Ltd.に変更いたしました。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

非連結子会社 該当ありません。 

関連会社   該当ありません。

(3) 議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有してい

る会社等のうち関連会社としなかった会社等の名称

East Empire International Holding Ltd.

(4) 議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有してい

る会社等について関連会社としなかった理由

当社がEast Empire International Holding Ltd.に対して役員の派遣や重

要な売上、仕入等の事実はなく実質的な影響を及ぼしていないことが明らか

であるため、関連会社としておりません。

(5) 持分法適用会社の事業年度等に関する事項

  持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については各社の

事業年度に係る財務諸表、または連結決算日における仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項

  連結子会社のうち、Avex Hong Kong Ltd.、Avex Taiwan Inc.、Avex China 

Co.,Ltd.、Avex Asia Holdings Ltd.、Avex Hawaii,Inc.の決算日は12月31日

であります。連結財務諸表の作成に当たっては、同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。
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４ 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

 その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

  時価のあるもの

  決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合等への出資

  近の決算書に基づく当社持分相当額により評価しております。

② たな卸資産

  商品・製品・貯蔵品

 主として移動平均法による原価法 

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算

定)

  原材料

 終仕入原価法 

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算

定)

  仕掛品・映像使用権

 個別法による原価法 

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算

定)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

当社及び国内連結子会社は定率法、ただし平成10年４月１日以降取得し

た建物(建物附属設備は除く)については定額法、在外連結子会社は主に所

在地国の会計基準の規定に基づく定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。  

建物及び構築物 ３～45年

その他     ２～20年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(２～５

年)に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によって

おります。

(3) 重要な繰延資産の処理の方法

① 社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上し

ております。

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上して

おります。
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④ 返品引当金

将来の返品による損失に備えるとともに、適切な期間損益計算に資する

ため、将来の返品予想額を計上しております。過去の返品実績等に基づく

返品予想額を返品引当金の繰入として売上高から直接控除し、返品受入額

は引当金残高を取崩して処理しております。

⑤ 株主優待引当金

株主優待引当金は株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌連

結会計年度において発生すると見込まれる額を計上しております。

⑥ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

また、数理計算上の差異は、その発生時の翌連結会計年度に費用処理す

ることとしております。

(会計方針の変更) 

 当連結会計年度より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その

３)」(企業会計基準第19号 平成20年７月31日)を適用しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。

⑦ 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給

額の100％を計上しております。

(5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負

債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均

相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

 金利スワップについては特例処理の要件を満たしておりますので、特例

処理を採用しております。

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段 金利スワップ取引

 ヘッジ対象 長期借入金の利息

 ③ ヘッジ方針

 将来の金利変動によるリスクの回避を目的としており、リスクヘッジ目

的以外の取引は行わない方針であります。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

 金利スワップについては、特例処理を採用しているため、ヘッジの有効

性の評価は省略しております。

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税等の処理方法

 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

② その他

 記載金額が「０」は百万円未満であることを示しております。また、記

載金額が「―」は該当金額がないことを示しております。
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５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっておりま

す。

６ のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

のれんは、その効果の及ぶ期間(５年)で均等償却しております。

また、持分法適用会社に対する投資と資本との差額(のれん相当額)について

も、その効果の及ぶ期間(10年)で均等償却しております。

ただし、金額に重要性がない場合には、発生年度に全額償却しております。

７ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなっております。

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【表示方法の変更】

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表関係) 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました、「敷金及び保証金」（当連結会計年度579百万円）は、重要性が

減少したため、当連結会計年度より、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係)

１ 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」に含めておりまし

た「預り源泉税の支払額」は重要性が増加したため、当連結会計年度では区分掲記することとしております。な

お、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」に含まれる「預り源泉税

の支払額」は△292百万円であります。

２ 前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「貸付け

による支出」(前連結会計年度９百万円)は重要性が増加したため、当連結会計年度においては区分掲記すること

に変更しました。
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) 1 事業の区分の方法 

事業区分は、コンテンツ制作・製品・サービス等の種類・性質、販売形態等の類似性を考慮し、「ＣＣ事業

(コンテンツ・クリエイティヴ事業)」、「ＰＣ事業(パッケージ・コミュニケーション事業)」、「ＮＣ事業

(ネットワーク・コミュニケーション事業)」、「ＬＣ事業(ライヴ・コミュニケーション事業)」、「その他

の事業」の５事業に区分しております。  

2 各事業の主な製品・サービス 

 
3 「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は29,569百万円であり、主として親会社運用資金(現金等)、長期

投資資金(投資有価証券等)及び管理部門等に係る資産であります。 

4 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、「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日公表分)を適用しております。 

 当該変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業損失は、CC事業が117百万円

増加しております。 

  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

ＣＣ事業 
(百万円)

ＰＣ事業
(百万円)

ＮＣ事業
(百万円)

ＬＣ事業
(百万円)

その他
の事業 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

14,076 59,211 30,712 11,273 2,545 117,819 ― 117,819

(2) セグメント間の 
  内部売上高

又は振替高
40,808 1,252 2,938 1,956 1,680 48,636 △48,636 ―

計 54,884 60,464 33,650 13,229 4,226 166,456 △48,636 117,819

営業費用 55,776 58,377 28,848 12,848 3,674 159,525 △48,186 111,339

営業利益又は営業損失
(△)

△  892 2,087 4,802 380 552 6,930 △  449 6,480

Ⅱ 資産、減価償却費、  
  減損損失及び 
  資本的支出

資産 30,066 20,776 14,815 2,960 36,393 105,013 2,000 107,013

減価償却費 232 116 369 7 250 977 723 1,700

減損損失 84 ― 9 ― 1 95 ― 95

資本的支出 321 21 411 20 1,909 2,684 573 3,258

(a)ＣＣ事業  

 (コンテンツ・クリエイティヴ事業）

……音楽・映像コンテンツの企画・制作、アーティスト・タ

レントのマネジメント業務、音楽出版事業、著作隣接権

等印税収入、映画製作・配給、スタジオ運営

(b)ＰＣ事業 

 (パッケージ・コミュニケーション事業)

……音楽・映像パッケージの製造・販売事業

(C)ＮＣ事業 

 (ネットワーク・コミュニケーション事業)

……音楽・映像コンテンツの配信事業、会員制事業、ファン

クラブ事業、マーチャンダイジング事業

(d)ＬＣ事業 

 (ライヴ・コミュニケーション事業)

……コンサート・イベントの企画・制作・運営

(e)その他の事業 

 

……新人アーティストの開発・育成事業、スクール事業(エ

イベックス・アーティストアカデミー)、レストラン事

業、不動産賃貸事業 等
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) 1 事業の区分の方法 

事業区分は、コンテンツ制作・製品・サービス等の種類・性質、販売形態等の類似性を考慮し、「ＣＣ事業

(コンテンツ・クリエイティヴ事業)」、「ＰＣ事業(パッケージ・コミュニケーション事業)」、「ＮＣ事業

(ネットワーク・コミュニケーション事業)」、「ＬＣ事業(ライヴ・コミュニケーション事業)」、「その他

の事業」の５事業に区分しております。  

2 各事業の主な製品・サービス 

 
3 「消去又は全社」に含めた全社資産の金額は27,302百万円であり、主として親会社運用資金(現金等)、長期

投資資金(投資有価証券等)及び管理部門等に係る資産であります。 

4 追加情報 

  グループ・マネジメント・フィーの見直し 

    市場環境の変化と各グループ会社の役割・業務の変化を踏まえ、当連結会計年度においてグループ会社間に

おけるグループ・マネジメント・フィーの見直しを実施しました。その結果、ＣＣ事業及びその他の事業の営

業費用がそれぞれ1,796百万円及び20百万円減少し、ＰＣ事業、ＮＣ事業及びＬＣ事業の営業費用がそれぞれ

806百万円、618百万円及び149百万円増加したことに伴い、ＣＣ事業の営業損失は1,796百万円減少し、その他

の事業の営業利益は20百万円増加し、ＰＣ事業、ＮＣ事業及びＬＣ事業の営業利益はそれぞれ806百万円、618

百万円及び149百万円減少しております。 

  

ＣＣ事業 
(百万円)

ＰＣ事業
(百万円)

ＮＣ事業
(百万円)

ＬＣ事業
(百万円)

その他
の事業 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

17,410 48,323 36,269 13,762 2,377 118,142 ― 118,142

(2) セグメント間の 
  内部売上高

又は振替高
39,613 2,782 1,667 1,382 1,525 46,972 △46,972 ―

計 57,023 51,105 37,937 15,144 3,902 165,114 △46,972 118,142

営業費用 58,120 50,620 34,751 14,687 3,498 161,679 △49,103 112,576

営業利益又は営業損失
(△)

△1,097 485 3,185 457 404 3,435 2,131 5,566

Ⅱ 資産、減価償却費、  
  減損損失及び 
  資本的支出

資産 31,442 15,688 9,820 2,692 35,259 94,904 △311 94,593

減価償却費 369 106 347 8 279 1,111 712 1,824

減損損失 3 4 ─ ─ ─ 7 ─ 7

資本的支出 619 48 464 3 953 2,089 622 2,711

(a)ＣＣ事業  

 (コンテンツ・クリエイティヴ事業）

……音楽・映像コンテンツの企画・制作、アーティスト・タ

レントのマネジメント業務、音楽出版事業、著作隣接権

等印税収入、映画製作・配給、スタジオ運営、モバイル

向け会員制映像配信事業

(b)ＰＣ事業 

 (パッケージ・コミュニケーション事業)

……音楽・映像パッケージの製造・販売事業

(C)ＮＣ事業 

 (ネットワーク・コミュニケーション事業)

……音楽・映像コンテンツの配信事業、会員制事業、ファン

クラブ事業、マーチャンダイジング事業

(d)ＬＣ事業 

 (ライヴ・コミュニケーション事業)

……コンサート・イベントの企画・制作・運営

(e)その他の事業 

 

……新人アーティストの開発・育成事業、スクール事業(エ

イベックス・アーティストアカデミー)、レストラン事

業、不動産賃貸事業 等
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年４

月１日 至 平成22年３月31日)において、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金

額の合計額に占める「本邦」の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年４

月１日 至 平成22年３月31日)において、海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高

の記載を省略しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

エイベックス・グループ・ホールディングス（株）（7860）平成22年３月期 決算短信

- 30 -



  

   
(注) 算定上の基礎 

  
 １. １株当たり純資産額 

   
 ２. １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 684円89銭

１株当たり当期純損失金額(△) △21円09銭

１株当たり純資産額 668円82銭

１株当たり当期純利益金額 22円72銭

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であること及び

希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額
(百万円)

29,760 30,266

普通株式に係る純資産額(百万円) 29,411 28,721

差額の主な内訳(百万円)

 新株予約権 326 326

 少数株主持分 22 1,218

普通株式の発行済株式数(千株) 46,157 46,157

普通株式の自己株式数(千株) 3,214 3,214

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数(千株)

42,943 42,943

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当
期純損失(△)(百万円)

△905 975

普通株式に係る当期純利益又は当期純
損失(△)(百万円)

△905 975

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 42,943 42,943

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益の算定に
含まれなかった潜在株式の概要

(新株予約権) 
 平成18年４月28日付与 
 ストックオプション
  潜在株式の数 
    当社普通株式
    665,500株
 平成18年６月６日付与 
 ストックオプション
  潜在株式の数 
   当社普通株式 
   229,500株

(新株予約権) 
 平成18年４月28日付与 
 ストックオプション
  潜在株式の数 
    当社普通株式
    650,500株
 平成18年６月６日付与 
 ストックオプション
  潜在株式の数 
   当社普通株式 
   229,500株
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(開示の省略)

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、リ

ース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

ク・オプション等、企業結合等、賃貸不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必

要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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前連結会計年度 （自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であること及び希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

  

当連結会計年度 （自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であること及び希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

  

(参考) 四半期毎の業績推移

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通  期

20年４月～20年６月 20年７月～20年９月 20年10月～20年12月 21年１月～21年３月 20年４月～21年３月

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 25,157 31,165 27,002 34,493 117,819

営 業 利 益 △   121 3,196 2,750 654 6,480

経常利益又は経常損失(△) △   413 2,467 2,287 388 4,729

四半期（当期）純利益 

又は四半期純損失(△)
△   560 1,028 1,004 △ 2,379 △   905

１株当たり四半期（当期）純利益 円 円 円 円 円

又は四半期純損失(△) △ 13.05 23.96 23.40 △ 55.40 △ 21.09

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 － － － － －

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 95,449 103,352 108,738 107,013 107,013

純 資 産 31,393 32,443 32,533 29,760 29,760

円 円 円 円 円

1 株 当 た り 純 資 産 717.59 742.87 745.68 684.89 684.89

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 3,068 3,799 △ 3,006 3,993 1,718

投資活動によるキャッシュ・フロー △   519 △ 296 △ 1,021 △ 1,671 △ 3,508

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,511 1,026 6,157 △ 3,629 5,067

現金及び現金同等物四半期末

(期末)残高
7,895 12,509 14,593 13,166 13,166

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通  期

21年４月～21年６月 21年７月～21年９月 21年10月～21年12月 22年１月～22年３月 21年４月～22年３月

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 25,679 32,448 30,268 29,745 118,142

営業利益又は営業損失(△) △ 1,454 3,145 3,426 448 5,566

経常利益又は経常損失(△) △ 1,789 2,485 3,263 497 4,456

四半期純利益又は四半期(当

期)純損失(△)
△ 1,627 1,151 1,689 △  237 975

１株当たり四半期純利益 円 円 円 円 円

又は四半期(当期)純損失(△) △ 37.90 26.81 39.34 △ 5.53 22.72

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 － － － － －

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 104,114 103,472 101,907 94,593 94,593

純 資 産 29,339 30,066 30,903 30,266 30,266

円 円 円 円 円

1 株 当 た り 純 資 産 636.61 657.27 679.16 668.82 668.82

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 909 △ 1,968 2,297 7,855 9,093

投資活動によるキャッシュ・フロー △   851 △    10 △   777 △   933 △ 2,572

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,405 309 △ 3,671 △ 8,026 △ 9,982

現金及び現金同等物四半期末

(期末)残高
14,677 12,997 10,816 9,717 9,717
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,720 4,518

売掛金 878 960

前渡金 40 7

前払費用 85 80

前払印税 38 35

繰延税金資産 755 150

短期貸付金 1,407 1,181

未収入金 448 82

未収還付法人税等 － 1,416

その他 115 20

貸倒引当金 △499 △122

流動資産合計 14,991 8,330

固定資産

有形固定資産

建物 6,951 7,234

減価償却累計額 △2,401 △2,619

建物（純額） 4,549 4,614

機械及び装置 139 139

減価償却累計額 △134 △136

機械及び装置（純額） 4 3

車両運搬具 73 55

減価償却累計額 △44 △38

車両運搬具（純額） 28 16

工具、器具及び備品 1,354 1,511

減価償却累計額 △937 △951

工具、器具及び備品（純額） 416 559

土地 29,437 29,497

リース資産 89 102

減価償却累計額 △32 △28

リース資産（純額） 56 73

建設仮勘定 14 109

有形固定資産合計 34,509 34,874

無形固定資産

借地権 18 9

ソフトウエア 582 603

電話加入権 8 8

商標権 4 3

排出権 18 18

無形固定資産合計 631 643
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 2,216 1,456

関係会社株式 23,491 23,409

長期貸付金 － 22

株主、役員又は従業員に対する長期貸付
金

－ 1,888

関係会社長期貸付金 － 3,518

破産更生債権等 2 2

長期前払費用 3 2

繰延税金資産 678 526

敷金及び保証金 536 203

長期預金 800 500

その他 120 141

貸倒引当金 △17 △392

投資その他の資産合計 27,832 31,278

固定資産合計 62,973 66,796

資産合計 77,965 75,127

負債の部

流動負債

短期借入金 8,600 1,800

1年内返済予定の長期借入金 1,960 2,640

1年内償還予定の社債 1,496 1,496

リース債務 28 25

未払金 782 636

未払費用 196 178

未払印税 329 152

未払法人税等 17 116

未払消費税等 － 101

前受金 40 31

預り金 14,356 13,913

前受収益 1 －

賞与引当金 213 133

役員賞与引当金 － 70

株主優待引当金 68 56

その他 10 9

流動負債合計 28,100 21,360

固定負債

社債 10,038 8,542

長期借入金 22,975 20,335

リース債務 27 55

退職給付引当金 100 134

役員退職慰労引当金 301 347

長期預り保証金 373 348

その他 － 31

固定負債合計 33,817 29,794

負債合計 61,918 51,154

エイベックス・グループ・ホールディングス（株）（7860）平成22年３月期 決算短信

- 35 -



(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,229 4,229

資本剰余金

資本準備金 5,076 5,076

資本剰余金合計 5,076 5,076

利益剰余金

利益準備金 501 501

その他利益剰余金

別途積立金 12,000 10,000

繰越利益剰余金 △716 9,238

利益剰余金合計 11,784 19,739

自己株式 △5,467 △5,468

株主資本合計 15,623 23,577

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 96 67

評価・換算差額等合計 96 67

新株予約権 326 326

純資産合計 16,046 23,972

負債純資産合計 77,965 75,127
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業収益 11,668 19,002

営業原価 1,490 1,163

売上総利益 10,178 17,839

販売費及び一般管理費

広告宣伝費及び販売促進費 79 44

役員報酬 488 472

従業員給料及び賞与 1,181 1,251

役員賞与引当金繰入額 － 70

賞与引当金繰入額 213 133

退職給付費用 45 47

役員退職慰労引当金繰入額 45 45

その他の人件費 466 472

貸倒引当金繰入額 13 －

株主優待引当金繰入額 68 56

賃借料 92 108

減価償却費 723 712

修繕費 291 160

業務委託費 702 791

広報及びIR諸費用 1,268 670

租税公課 84 43

法務コンサルティング費 142 107

開発諸費用 475 364

その他 1,887 1,430

販売費及び一般管理費合計 8,270 6,984

営業利益 1,907 10,854

営業外収益

受取利息 21 71

受取配当金 11 10

投資事業組合運用益 56 －

協賛金収入 － 25

その他 29 27

営業外収益合計 120 134

営業外費用

支払利息 639 630

支払手数料 148 45

社債利息 168 153

社債発行費 29 －

貸倒引当金繰入額 263 27

その他 15 85

営業外費用合計 1,264 942

経常利益 763 10,047
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別利益

投資有価証券売却償還益 73 848

役員退職慰労引当金戻入額 4 －

過年度株主優待引当金戻入額 18 －

前期損益修正益 68 －

その他 8 31

特別利益合計 174 879

特別損失

固定資産売却損 7 －

固定資産除却損 35 83

投資有価証券評価損 90 74

関係会社株式評価損 4,494 －

前期損益修正損 22 －

リース解約損 － 24

その他 0 0

特別損失合計 4,651 181

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △3,713 10,745

法人税、住民税及び事業税 3 297

過年度法人税等戻入額 △31 △0

法人税等調整額 △549 774

法人税等合計 △577 1,072

当期純利益又は当期純損失（△） △3,135 9,672

エイベックス・グループ・ホールディングス（株）（7860）平成22年３月期 決算短信

- 38 -



(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,229 4,229

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,229 4,229

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 5,076 5,076

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,076 5,076

資本剰余金合計

前期末残高 5,076 5,076

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,076 5,076

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 501 501

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 501 501

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 12,000 12,000

当期変動額

別途積立金の取崩 － △2,000

当期変動額合計 － △2,000

当期末残高 12,000 10,000

繰越利益剰余金

前期末残高 4,137 △716

当期変動額

剰余金の配当 △1,717 △1,717

当期純利益又は当期純損失（△） △3,135 9,672

別途積立金の取崩 － 2,000

当期変動額合計 △4,853 9,954

当期末残高 △716 9,238
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 16,638 11,784

当期変動額

剰余金の配当 △1,717 △1,717

当期純利益又は当期純損失（△） △3,135 9,672

当期変動額合計 △4,853 7,954

当期末残高 11,784 19,739

自己株式

前期末残高 △5,467 △5,467

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △5,467 △5,468

株主資本合計

前期末残高 20,477 15,623

当期変動額

剰余金の配当 △1,717 △1,717

当期純利益又は当期純損失（△） △3,135 9,672

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △4,854 7,954

当期末残高 15,623 23,577

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 123 96

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26 △28

当期変動額合計 △26 △28

当期末残高 96 67

評価・換算差額等合計

前期末残高 123 96

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26 △28

当期変動額合計 △26 △28

当期末残高 96 67
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

新株予約権

前期末残高 250 326

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 75 －

当期変動額合計 75 －

当期末残高 326 326

純資産合計

前期末残高 20,852 16,046

当期変動額

剰余金の配当 △1,717 △1,717

当期純利益又は当期純損失（△） △3,135 9,672

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48 △28

当期変動額合計 △4,805 7,925

当期末残高 16,046 23,972
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① 代表取締役の異動（平成22年６月27日付予定）【平成22年３月29日開示済み】 

 
(注) 竹内 成和氏は新任取締役候補者であります。 

② その他の役員の異動（平成22年６月27日付予定） 

１．新任取締役候補 

取締役 見城  徹（現：株式会社幻冬舎代表取締役社長兼社長執行役員、エイベックス通

信放送株式会社 高顧問） 

取締役 遠山 友寛（現：弁護士、ＴＭＩ総合法律事務所パートナー）  

取締役 佐藤 裕一（現：公認会計士）  

取締役 伊佐山 元（現：ＤＣＭパートナー・日本共同代表） 

(注) 新任取締役候補者 遠山 友寛氏、佐藤 裕一氏及び伊佐山 元氏は、会社法第２条第15

号に定める社外取締役候補者であります。  

２．退任予定取締役 

取締役 小林 敏雄 

取締役 牛島  信 

取締役 小野里 稔 

取締役 川上 量生 

(注) 牛島 信氏、小野里 稔氏及び川上 量生氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締

役であります。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

   該当事項はありません。

6. その他

(1) 役員の異動

代表取締役ＣＦＯ 経営情報管理本部長 

総務人事本部管掌、経営戦略本部管掌、 

コンプライアンス委員長

 竹内 成和 

（現：上席執行役員ＣＦＯ 経営情報管理本部長  

   総務人事本部管掌、経営戦略本部管掌、  

   コンプライアンス委員長）

(2) その他

   該当事項はありません。
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