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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
（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        ％

23年 ３月期第１四半期 28,600 11.4 2,650   － 2,398  － 1,598  －
22年 ３月期第１四半期 25,679   2.1 △1,454  － △1,789  － △1,627  －

 

 
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

23年 ３月期第１四半期 37.22 － 
22年 ３月期第１四半期 △37.90 － 

 
（２）連結財政状態 

 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

23年 ３月期第１四半期 94,938 30,855 31.0 684.89
22年 ３月期 94,593 30,266 30.4 668.82

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期    29,411百万円 22年３月期    28,721百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

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   
22年 ３月期 －   20.00 －  20.00 40.00   
23年 ３月期 －       

23年 ３月期(予想)  20.00 －   20.00 40.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成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(累計)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(累計) 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

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 
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４．その他  （詳細は、［添付資料］３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 46,157,810株 22年３月期 46,157,810株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,214,653株 22年３月期 3,214,403株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 42,943,306株 22年３月期１Ｑ 42,943,511株

 
 
 
 
 
 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信
の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 
 
※ 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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信
［添付資料］２ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 
（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（単位：百万円） 
第１四半期連結累計期間 

実績 

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 

平成23年 

３月期 

売上高 19,723 20,070 25,157 25,679 28,600

 売上原価 13,490 13,056 17,467 17,705 18,264

売上総利益 6,233 7,013 7,690 7,973 10,335

  売上総利益率 31.6％ 34.9％ 30.6％ 31.1％ 36.1％

  人件費 1,797 2,147 2,380 2,295 2,415

  販促宣伝費 2,551 2,279 2,369 4,085 2,337

  一般経費 2,141 2,424 3,061 3,045 2,932

 販管費合計 6,490 6,851 7,811 9,427 7,685

営業利益又は営業損失（△） △  256 161 △  121 △ 1,454 2,650

   営業利益率 △ 1.3％ 0.8％ △ 0.5％ △ 5.7％ 9.3％

 
当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や個人消費等に持ち直しが見られ、改善

傾向にはあるものの、失業率が高水準にある等、依然として厳しい状況にあります。 
当社グループが属するエンタテインメント業界の環境としましては、音楽ビデオを含む音楽ソフトの

生産金額が、前年同期比98.2％（平成22年４月～６月）、有料音楽配信売上実績が前年同期比98.3％（平
成22年１月～３月。以上、社団法人日本レコード協会調べ）となったほか、邦画洋画合計の興行収入が
前年同期比91.5％（平成22年４月～６月。社団法人日本映画製作者連盟調べ）、ビデオソフト全体の売上
金額が、前年同期比99.7％（平成22年４月～６月。社団法人日本映像ソフト協会調べ）となる等、厳し
い状況が続いております。しかしながら、コンサート市場におきましては、動員数・売上額ともに上昇
基調にあり（社団法人全国コンサートツアー事業者協会調べ）、“リアル”に対するユーザーのニーズが
高まっていることが推測されます。また、デジタルにおいても、モバイル・インターネットを中心に、
次世代通信方式の導入やスマートフォンの普及等、インフラ及びハード両面の発達により、今後新たな
コンテンツ需要が喚起されることが期待されます。 
このような状況の下、当社グループは、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、当第1四半期連結累計期間における売上高は、主力アーティストのアルバム作品のリリー

スがあったこと等により前年同期比111.4％の286億00百万円となりました。また、利益率の高い音楽
パッケージの販売が好調だったこと等により売上総利益率が改善、さらに、販促宣伝費の大幅な減少に
より営業利益は26億50百万円（前年同期は14億54百万円の営業損失）、四半期純利益は15億98百万円（前
年同期は16億27百万円の四半期純損失）となりました。 
なお、平成21年３月期より会計基準が変更されているため、平成20年３月期以前の金額及び利益率は

参考として記載しております。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は949億38百万円であり、前連結会計年度末に比べ３億45百万
円増加いたしました。主な増減は、受取手形及び売掛金の増加16億４百万円、仕掛品の減少５億23百万
円、投資有価証券の減少２億80百万円、現金及び預金の減少２億50百万円であります。 
負債合計は640億82百万円であり、前連結会計年度末に比べ２億44百万円減少いたしました。主な増減

は有利子負債の増加18億94百万円、未払法人税等の減少13億82百万円、引当金の減少６億80百万円であ
ります。 
純資産合計は308億55百万円であり、前連結会計年度末に比べ５億89百万円増加いたしました。主な増

減は第１四半期純利益15億98百万円による利益剰余金の増加、期末配当金支払額８億58百万円による利
益剰余金の減少であります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間は、利益面では第２四半期連結累計期間の業績予想を上回りましたが、今
後の業界環境は不透明であり、現時点では業績予想の修正を行なっておりません。第２四半期連結累計
期間及び通期の予想に関しましては、現在精査中であり、修正が必要になった場合には速やかに発表い
たします。 
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２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

   該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

《簡便な会計処理》 

   ① たな卸資産の評価方法 

     当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に
係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

     また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額
を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 ② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
     法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定してお

ります。繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時
差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末決算において使用した将
来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法を適用しております。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20
年３月31日）を適用しております。 
これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ４百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は、

224百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は、316百万
円であります。 
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,466 9,717

受取手形及び売掛金 14,702 13,097

営業投資有価証券 2 2

営業出資金 414 436

商品及び製品 1,101 976

仕掛品 2,214 2,737

原材料及び貯蔵品 345 358

その他 12,508 13,044

貸倒引当金 △359 △372

流動資産合計 40,395 39,999

固定資産   

有形固定資産   

土地 29,590 29,590

その他（純額） 7,271 7,312

有形固定資産合計 36,862 36,902

無形固定資産 1,204 1,239

投資その他の資産   

投資有価証券 11,478 11,759

その他 5,319 4,996

貸倒引当金 △322 △305

投資その他の資産合計 16,475 16,451

固定資産合計 54,542 54,593

資産合計 94,938 94,593

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,164 1,480

短期借入金 5,000 1,800

1年内返済予定の長期借入金 2,900 2,640

1年内償還予定の社債 1,496 1,496

未払金 9,687 8,060

未払法人税等 617 1,999

返品引当金 3,812 3,692

資産除去債務 24 －

その他 9,838 11,926

流動負債合計 34,540 33,095

固定負債   

社債 7,914 8,542

長期借入金 19,397 20,335

引当金 606 1,286

資産除去債務 294 －

その他 1,329 1,067

固定負債合計 29,541 31,230

負債合計 64,082 64,326
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 5,001 5,001

利益剰余金 25,834 25,095

自己株式 △5,469 △5,469

株主資本合計 29,595 28,856

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22 70

為替換算調整勘定 △206 △206

評価・換算差額等合計 △184 △135

新株予約権 326 326

少数株主持分 1,118 1,218

純資産合計 30,855 30,266

負債純資産合計 94,938 94,593
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 25,679 28,600

売上原価 17,705 18,264

売上総利益 7,973 10,335

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 3,568 2,078

販売促進費 517 258

従業員給料及び賞与 1,528 1,623

その他 3,813 3,724

販売費及び一般管理費合計 9,427 7,685

営業利益又は営業損失（△） △1,454 2,650

営業外収益   

受取利息 2 10

受取配当金 5 4

その他 12 31

営業外収益合計 19 46

営業外費用   

支払利息 195 158

持分法による投資損失 63 40

為替差損 － 81

その他 96 19

営業外費用合計 355 299

経常利益又は経常損失（△） △1,789 2,398

特別利益   

投資有価証券売却償還益 － 57

保険解約返戻金 － 44

役員退職慰労引当金戻入額 － 55

その他 － 18

特別利益合計 － 175

特別損失   

保険差損 99 －

投資有価証券評価損 11 70

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 220

その他 15 61

特別損失合計 126 353

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（△）

△1,915 2,220

法人税、住民税及び事業税 507 500

法人税等調整額 △346 222

法人税等合計 160 723

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,497

少数株主損失（△） △448 △100

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,627 1,598
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（３）継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
該当事項はありません。 
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